
平成３１年度 減免措置の認定を受けた事業所に係る情報の公表 
 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、賦課金の特例（減免措置）の認定を受けた事業所
については、以下の事項についてインターネット上に公表することとなっており、別紙のとおり公表いたします（法令第３７条第４項、 
省令第３３条第１項及び第２項）。 

 

①事業者の氏名／名称 法令第３７条第４項 
②事業者の住所 法令第３７条第４項 
③（法人であれば）代表者氏名 法令第３７条第４項 
④事業者の事業名 省令第３３条第１項第１号 
⑤事業者の事業概要 省令第３３条第１項第１号 
⑥事業所の名称 法令第３７条第４項 
⑦事業所の所在地 法令第３７条第４項 
⑧事業所における年間の申請事業に係る電気使用量 法令第３７条第４項 
⑨事業の原単位（電気使用量、売上高、原単位）  法令第３７条第４項、省令第３３条第１項第２号 

 

※参考条文 
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 
（賦課金に係る特例）
第三十七条 
４ 経済産業大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業所に係る事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代
表者の氏名、当該事業所の名称及び所在地、当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位の算定の基礎となる当該事業に
係る電気の使用量、当該事業所の年間の当該事業に係る電気の使用量その他経済産業省令で定める事項について、経済産業
省令で定めるところにより、公表するものとする。 

 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則 
（法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表） 
第三十三条 法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 当該認定に係る事業の名称及び内容 
二 当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位（当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。） 

２ 経済産業大臣は、毎年度、法第三十七条第四項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により
公表するものとする。 



氏名／名称
（法人であれ
ば）代表者名

事業名 事業の概要 名称
当該事業所における
年間の申請事業に係
る電気使用量（kWh）

当該事業の電気
使用量（kWh）

当該事業の売上
高（千円）

当該事業の原
単位
（kWh/千円）

100001
東部十勝農産加工農業
協同組合連合会

089-5541 北海道 十勝郡浦幌町吉野６８番地
代表理事会長
馬場幸弘

でんぷん製造
業

会員の生産する農産物（馬鈴薯）の加工、貯蔵または販
売

東部十勝農産加工農業協
同組合連合会

089-5541 北海道 十勝郡浦幌町吉野６８番地 6,006,477 6,006,477 551,850 10.88

100003
南十勝農産加工農業協
同組合連合会

089-1313 北海道
河西郡中札内村中札内西２線２
３０番地３

代表理事会長
山本勝博

でんぷん製造
業

原料の馬鈴しょを澱粉工場で磨砕し、篩別、精製、脱
水、乾燥工程を経て馬鈴しょでん粉を製造する。製造さ
れた馬鈴しょでん粉は、国内の様々なメーカーに出荷し
ている。

南十勝農産加工農業協同
組合連合会

089-1313 北海道
河西郡中札内村中札内西２線２
３０番地３

9,299,124 9,299,124 792,071 11.74

100004 株式会社テクノス北海道 070-8044 北海道 旭川市忠和４条７丁目４－１０
代表取締役
吉本宏明

下水道処理施
設維持管理業

旭川下水処理センターの運転維持管理 旭川下水処理センター 070-8021 北海道
旭川市神居町忠和２８７番地下
水処理センター内

13,840,704 13,840,704 2,055,333 6.73

100005
苫小牧共同酸素株式会
社

053-0802 北海道 苫小牧市弥生町１－１７－１８
代表取締役社
長 曽我部康

圧縮ガス・液
化ガス製造業

ガス酸素、ガス窒素のオンサイト需要家への製造販売及
び液化酸素、液化窒素の需要家への製造販売

苫小牧共同酸素株式会社 053-0802 北海道 苫小牧市弥生町１－１７－１８ 38,744,190 38,744,190 886,333 43.71

100006 北海道曹達株式会社 059-1364 北海道
苫小牧市字沼ノ端１３４番地１２
２

代表取締役社
長 奥野宏之

ソーダ工業 ソーダ工業関連製品の製造 苫小牧事業所 059-1364 北海道
苫小牧市字沼ノ端１３４番地１２
２

68,065,441 83,559,266 4,929,065 16.95

100006 北海道曹達株式会社 059-1364 北海道
苫小牧市字沼ノ端１３４番地１２
２

代表取締役社
長 奥野宏之

ソーダ工業 ソーダ工業関連製品の製造 幌別事業所 059-0003 北海道 登別市千歳町２丁目１２ 15,493,825 83,559,266 4,929,065 16.95

100007 道東飼料株式会社 084-0914 北海道 釧路市西港１丁目１００番１１
代表取締役社
長 久保孝

配合飼料製造
業

養牛用の配合飼料製品及び代用乳製品の製造 道東飼料株式会社 084-0914 北海道 釧路市西港１丁目１００番１１ 9,955,416 9,955,416 1,125,187 8.84

100008 森川鉄工株式会社 079-0050 北海道 雨竜郡妹背牛町３６７番地
代表取締役
森川英志

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて砂型に溶解した鉄を注ぎ鋳物製品の製
造を行い道内の事業者に出荷している。

森川鉄工株式会社 079-0500 北海道 雨竜郡妹背牛町一区十町内 1,571,364 1,571,364 253,249 6.20

100009 函館酸素株式会社 040-0076 北海道 函館市浅野町１番３号
代表取締役社
長 坂本雅博

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷分離法により液化酸素・液化窒素の製造を行う。製
造物は液化ガスやシリンダー等によって、医療分野・工
業分野他のお客様へ出荷している。

函館酸素 本社 040-0076 北海道 函館市浅野町 5,334,816 5,334,816 326,059 16.36

100010 カネカ冷蔵株式会社 059-0034 北海道 登別市鷲別町１丁目４番地２
代表取締役社
長 富田敦之

製氷業 製氷業 カネカ冷蔵株式会社 059-0034 北海道 登別市鷲別町１丁目４番地２ 1,508,628 1,508,628 142,056 10.61

100011 苫小牧飼料株式会社 053-0002 北海道 苫小牧市晴海町４３番４５
代表取締役社
長 金原正行

配合飼料製造
業

フィードワン株式会社から家畜用配合飼料を受託製造加
工している。

配合飼料製造業 053-0002 北海道 苫小牧市晴海町４３番４５ 10,830,984 10,830,984 1,075,504 10.07

100012
余市水産加工業協同組
合

046-0023 北海道 余市郡余市町梅川町６７８番地
代表理事 糠
塚治

水産加工業協
同組合（他に
分類されない
もの）

組合員等の生産物の冷凍保管業務 水産加工業協同組合 046-0023 北海道 余市郡余市町梅川町６７８番地 1,265,790 1,265,790 104,270 12.13

100013
ほくでん情報テクノロ
ジー株式会社

060-0041 北海道
札幌市中央区大通東３丁目４番
地ｅ・ｉ大通東ビル

代表取締役社
長 泉高明

その他の固定
電気通信業

災害などに強い専用のサーバ設置環境を有するデータ
センターという施設において、顧客のサーバやデータ等
を預かる、または顧客にサーバ環境を貸し出す事業。イ
ンターネット回線や保守・運用サービス等の提供も行な
う。

HIT円山センタービル 064-0805 北海道
札幌市中央区南五条西２５丁目
１番２５号

7,063,968 7,063,968 966,339 7.31

100014 株式会社 アプレ 041-1351 北海道
亀田郡七飯町字東大沼１７５－
１

代表取締役
高橋廣介

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

ほうれん草、小松菜等の葉物野菜とトマト、ナス、キュウ
リなどの果物野菜を含めた20種類以上の生産し個人と
業販（卸、直販）に直接販売。環境配慮型持続可能な施
設園芸技術による水耕栽培の為、養液の循環、エア
レーション（溶存酸素の確保）、補光（LED）の為に24時間
365日電気が必要である。

株式会社 アプレ 041-1351 北海道 亀田郡七飯町東大沼１７５－１ 2,167,416 2,167,416 66,415 32.63

100015 十勝圏複合事務組合 080-2464 北海道
帯広市西二十四条北４丁目１番
地５

組合長 米沢
則寿

下水道処理施
設維持管理業

下水道処理施設維持管理
十勝川流域下水道浄化セ
ンター

080-0048 北海道
帯広市西十八条北三丁目１３番
地１

10,822,008 10,822,008 744,685 14.53

100016
大陽日酸北海道株式会
社

062-0051 北海道
札幌市豊平区月寒東一条１６丁
目６番１号

代表取締役社
長 松岡喜義

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気液化分離装置を用いて空気を液化し、沸点の差を
利用して液化酸素と液化窒素に分離・精留する。製品酸
素、窒素は圧縮ガスや液化ガスとして道内の病院や鉄
工所等、様々な事業者に出荷している。

苫小牧工場 059-1362 北海道 苫小牧市字柏原３２ー３８ 7,461,324 7,696,946 800,273 9.61

100017 株式会社田中工業 047-0013 北海道 小樽市奥沢３－３０－９
代表取締役
田中惣一郎

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は国内様々な事業者に出荷している。

第１工場 047-0013 北海道 小樽市奥沢４－２２－１６ 4,170,480 4,170,480 722,499 5.77

100018 マルスイ冷蔵株式会社 061-3271 北海道 小樽市銭函５丁目６８番１
代表取締役社
長 髙田直幸

冷蔵倉庫業
水産冷凍品を主に保管する営業冷蔵倉庫業（保税倉
庫）で寄託者からの冷凍品を保管しております。

マルスイ冷蔵株式会社 061-3271 北海道 小樽市銭函５丁目６８番１ 3,669,684 3,669,684 534,586 6.86

100019 とかち飼料株式会社 089-2605 北海道
広尾郡広尾町会所前６丁目５番
３

代表取締役
杉元勝則

配合飼料製造
業

日清丸紅飼料㈱、及び日本甜菜製糖㈱から供給された
原料により、家畜用配合飼料を受託製造加工している。

とかち飼料株式会社 089-2605 北海道
広尾郡広尾町会所前６丁目５番
３

10,099,119 10,099,119 1,793,888 5.62

100020 カネシメ冷蔵株式会社 060-8671 北海道
札幌市中央区北１２条西２０丁
目１－１０

代表取締役
細井司

冷蔵倉庫業 冷蔵、冷凍品の保管及び入出庫業務
カネシメ冷蔵株式会社第一
冷蔵庫

060-8671 北海道
札幌市中央区北１２条西２０丁
目１－１０

3,916,536 7,398,072 1,203,401 6.14

100020 カネシメ冷蔵株式会社 060-8671 北海道
札幌市中央区北１２条西２０丁
目１－１０

代表取締役
細井司

冷蔵倉庫業 冷蔵、冷凍品の保管及び入出庫業務
カネシメ冷蔵株式会社第二
冷蔵庫

063-0846 北海道
札幌市西区八軒６条西１０丁目
２－１

3,481,536 7,398,072 1,203,401 6.14

申請番号

事業者 事業所 原単位
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氏名／名称
（法人であれ
ば）代表者名

事業名 事業の概要 名称
当該事業所における
年間の申請事業に係
る電気使用量（kWh）

当該事業の電気
使用量（kWh）

当該事業の売上
高（千円）

当該事業の原
単位
（kWh/千円）

申請番号

事業者 事業所 原単位

住所 所在地

100021 共同炭酸株式会社 050-0065 北海道 室蘭市本輪西町１－１－７
代表取締役社
長 曽我部康

圧縮ガス・液
化ガス製造業

液化炭酸ガスを外部から購入し、容器に詰め道内各地
へ出荷。鉄鋼の溶接，中和剤，消火剤，飲料の押出し用
などの用途に使用される。一方液化炭酸ガスから製造
するドライアイスは、プレス機にて成型され道内外へ出
荷、食品の貯蔵輸送，薬品の低温貯蔵，水分を嫌う工場
でのブラスト洗浄などに使用される。ドライアイスの製造
工程では、ドライアイス化せず気体のままの炭酸ガスが
発生する。これを回収し大型コンプレッサーにより圧縮，
冷却，液化を経て再びドライアイスの原料として使用す
る。

工場 050-0065 北海道 室蘭市本輪西町１－１－７ 3,005,568 3,005,568 494,394 6.07

100022
函館湾流域下水道事務
組合

041-0823 北海道 函館市昭和町４２番地
管理者 工藤
壽樹

下水道処理施
設維持管理業

函館湾流域下水道の管理運営に関する業務を共同処
理する。

函館湾浄化センター 041-0823 北海道 函館市昭和町４２番地 9,512,136 9,512,136 694,607 13.69

100023 釧路飼料株式会社 084-0914 北海道 釧路市西港２丁目１０１番地１
代表取締役社
長 三浦昭一

配合飼料製造
業

家畜用配合飼料の専門工場であり、フイード・ワン（株）
及び明治飼糧（株）より供給された原材料を加工し製品
として受け渡す。原材料の所有者は親会社にある。加工
された製品は主に道東方面を中心に出荷されている。

釧路飼料株式会社 084-0914 北海道 釧路市西港２丁目１０１番地１ 6,838,536 6,838,536 1,214,537 5.63

100024 北海土地改良区 068-0026 北海道 岩見沢市六条西七丁目一番地
理事長 尾田
則幸

穀作サービス
業

農業用用排水施設、農業用道路、その他土地改良施設
の維持管理を行い管内10市町、組合員2,132名、受益面
積33,237.2ｈａの水田の灌漑をおこなっている。

北村揚水機場 068-1201 北海道 岩見沢市北村豊正６９－１ 1,415,832 19,246,484 3,429,173 5.61

100024 北海土地改良区 068-0026 北海道 岩見沢市六条西七丁目一番地
理事長 尾田
則幸

穀作サービス
業

農業用用排水施設、農業用道路、その他土地改良施設
の維持管理を行い管内10市町、組合員2,132名、受益面
積33,237.2ｈａの水田の灌漑をおこなっている。

大富揚水機場 072-0058 北海道 美唄市西美唄町富樫２区 1,237,416 19,246,484 3,429,173 5.61

100025 丸果札幌定温倉庫㈱ 060-0012 北海道
札幌市中央区北十二条西二十
丁目一番二十三号

代表取締役社
長 勇﨑恒宏

冷蔵倉庫業
中央卸売市場隣接施設として、冷凍機械設備を使用し
冷凍、冷蔵食品等の保管をしている営業倉庫。(営業品
目 倉庫証券発行許可倉庫、保税蔵置場)

本社冷蔵庫 060-0012 北海道
札幌市中央区北十二条西二十
丁目一番地二十三

3,160,320 3,899,645 691,635 5.63

100026 石狩川流域下水道組合 079-0315 北海道
空知郡奈井江町字茶志内１０番
地

組合長 前田
康吉

下水道処理施
設維持管理業

石狩川流域下水道の管理運営に関する業務を共同処
理する。

石狩川流域下水道奈井江
浄化センター

079-0315 北海道
空知郡奈井江町字茶志内１０番
地

4,711,080 4,711,080 530,679 8.87

100027 佐藤鋳工株式会社 079-0502 北海道
雨竜郡妹背牛町字妹背牛３５６
番地

代表取締役
佐藤孝造

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを型枠に注ぎ、冷
却・成型することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、国内の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷し
ている。

佐藤鋳工株式会社 079-0502 北海道
雨竜郡妹背牛町字妹背牛３５６
番地

12,316,319 12,316,319 1,871,854 6.57

100028
北海道コカ・コーラプロダ
クツ株式会社

004-8588 北海道
札幌市厚別区清田一条１丁目２
番１号

代表取締役社
長 小松剛一

清涼飲料製造
業

清涼飲料水の製造 （炭酸飲料、スポーツドリンク、果汁
飲料、コーヒー飲料、 ミネラルウォーター、フレーバー
ウォーター、 ポストミックスシロップ、ＢＩＢ）

北海道コカ・コーラプロダク
ツ株式会社

004-8588 北海道
札幌市清田区清田一条１丁目２
番１号

19,197,585 19,197,585 3,067,353 6.25

100029 株式会社苫小牧清掃社 053-0814 北海道 苫小牧市字糸井４０２番地１４
代表取締役
山本浩喬

他に分類され
ないその他の
製造業

廃棄物固形燃料（ＲＰＦ）等の原料となる廃プラ類・紙く
ず・繊維くず・木くず等を選別し、破砕・圧縮し溶融・成型
した固形燃料（ＲＰＦ）、鎮静材、フラフ等のリサイクル品
の製造及び販売。

リサイクルセンター 059-1372 北海道 苫小牧市字勇払２６５番地３０ 5,084,064 5,084,064 833,870 6.09

100030
コアレックス道栄株式会
社

044-0077 北海道
虻田郡倶知安町比羅夫２８３番
地

代表取締役社
長 小林昌志

機械すき和紙
製造業

古紙等を原料として用いて、溶解・抄造・加工し、トイレッ
トロールやティシュペーパーの製造を行なっている。製造
物は、卸売業者や量販店などを通して販売している。

本社工場 044-0077 北海道
虻田郡倶知安町比羅夫２８３番
地

17,839,620 25,793,821 4,596,862 5.61

100030
コアレックス道栄株式会
社

044-0077 北海道
虻田郡倶知安町比羅夫２８３番
地

代表取締役社
長 小林昌志

機械すき和紙
製造業

古紙等を原料として用いて、溶解・抄造・加工し、トイレッ
トロールやティシュペーパーの製造を行なっている。製造
物は、卸売業者や量販店などを通して販売している。

富士工場 417-0847 静岡県 富士市比奈１２８０番地 7,954,201 25,793,821 4,596,862 5.61

100031 株式会社 ベリオーレ 080-1285 北海道
河東郡士幌町下居辺西２線１３
４番地

代表取締役社
長 柴田敏之

旅館，ホテル 宿泊、入浴、飲食の提供 しほろ温泉プラザ緑風 080-1285 北海道
河東郡士幌町下居辺西２線１３
４番地

1,155,318 1,155,318 170,119 6.79

100032 清里町農業協同組合 099-4405 北海道 斜里郡清里町羽衣町２番地
代表理事組合
長 石井透

でんぷん製造
業

でん粉原料用馬鈴しょを摩砕し、遠心分離器にかけて不
純物を取り除き、乾燥させ精粉し、製品にして出荷する。

JA清里町でん粉工場 099-4522 北海道 斜里郡清里町神威５６８番地 4,749,184 4,749,184 572,969 8.28

100033
エア・ウォーター株式会
社

060-0003 北海道
札幌市中央区北三条西１丁目２
番地

代表取締役社
長 白井清司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

・ガス酸素、ガス窒素等の近隣需要家への製造販売 ・
液化酸素、液化窒素、液化アルゴン等の一般需要家へ
の製造販売

宇都宮工場 321-3231 栃木県 宇都宮市清原工業団地１番３号 68,762,112 286,890,609 37,197,912 7.71

100033
エア・ウォーター株式会
社

060-0003 北海道
札幌市中央区北三条西１丁目２
番地

代表取締役社
長 白井清司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

・ガス酸素、ガス窒素等の近隣需要家への製造販売 ・
液化酸素、液化窒素、液化アルゴン等の一般需要家へ
の製造販売

千歳工場 066-0051 北海道 千歳市泉沢１００７番地５８ 7,793,244 286,890,609 37,197,912 7.71

100033
エア・ウォーター株式会
社

060-0003 北海道
札幌市中央区北三条西１丁目２
番地

代表取締役社
長 白井清司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

・ガス酸素、ガス窒素等の近隣需要家への製造販売 ・
液化酸素、液化窒素、液化アルゴン等の一般需要家へ
の製造販売

広島工場 739-0153 広島県
東広島市吉川工業団地５６７９
番地１

31,879,280 286,890,609 37,197,912 7.71

100033
エア・ウォーター株式会
社

060-0003 北海道
札幌市中央区北三条西１丁目２
番地

代表取締役社
長 白井清司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

・ガス酸素、ガス窒素等の近隣需要家への製造販売 ・
液化酸素、液化窒素、液化アルゴン等の一般需要家へ
の製造販売

枚方工場 573-8567 大阪府
枚方市中宮大池２丁目１０番１
号

28,263,571 286,890,609 37,197,912 7.71

100033
エア・ウォーター株式会
社

060-0003 北海道
札幌市中央区北三条西１丁目２
番地

代表取締役社
長 白井清司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

・ガス酸素、ガス窒素等の近隣需要家への製造販売 ・
液化酸素、液化窒素、液化アルゴン等の一般需要家へ
の製造販売

鹿島工場 314-0014 茨城県 鹿嶋市光３番地 69,039,461 286,890,609 37,197,912 7.71

100033
エア・ウォーター株式会
社

060-0003 北海道
札幌市中央区北三条西１丁目２
番地

代表取締役社
長 白井清司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

・ガス酸素、ガス窒素等の近隣需要家への製造販売 ・
液化酸素、液化窒素、液化アルゴン等の一般需要家へ
の製造販売

和歌山工場 640-8404 和歌山県 和歌山市湊１８５０番 81,152,941 286,890,609 37,197,912 7.71
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200001 株式会社柴田製作所 990-2161 山形県 山形市漆山字東８４９
代表取締役社
長 前田健蔵

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄を金型・木型に注ぎ、冷
却・整形することでトラック・印刷機・バルブ用部品などの
鋳物製品の製造・加工を行う。鋳造物は国内の様々な
事業者に出荷している。

本社 990-2161 山形県 山形市漆山字東８４９ 7,120,783 7,120,783 1,191,820 5.97

200002
東邦アセチレン株式会
社

985-0833 宮城県 多賀城市栄二丁目３番３２号
代表取締役社
長 山本泰夫

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷空気分離装置を用いて液化酸素・液化窒素・液化ア
ルゴンの製造を行う。 製造物は、主に東北地区の様々
な事業者に出荷している。

多賀城工場 985-0833 宮城県 多賀城市栄二丁目４番１号 28,181,808 28,181,808 2,678,765 10.52

200003
公益財団法人岩手県ス
ポーツ振興事業団

020-0122 岩手県 盛岡市みたけ１丁目１０番１号
理事長 熊谷
俊巳

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

生涯を通ずる体育、スポーツ・レクリェーション及び教育
の振興を図り、県民の健康で明るく豊かな生活の実現に
寄与するため、県の指定管理者として施設を管理する。

岩手県営スケート場 020-0122 岩手県 盛岡市みたけ５－９－１ 1,587,567 2,242,672 326,739 6.86

200004 阿武隈急行株式会社 960-0773 福島県
伊達市梁川町字五反田１００－
１

代表取締役社
長 千葉宇京

普通鉄道業
福島～槻木間の営業キロ数54.9ｋｍについて旅客運送
を行う普通鉄道業

阿武隈急行株式会社 960-0773 福島県
伊達市梁川町字五反田１００－
１

5,840,261 5,840,261 683,421 8.54

200005
アイシン高丘東北株式
会社

981-3601 宮城県
黒川郡大衡村大瓜字青木８３番
地２

代表取締役社
長 大橋健

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することでディスクブレーキ等の自動車部品の
製造を行う。また、製造した部品を自社で加工。鋳物製
品（自動車部品）製造から加工までを一貫して行い、取
引先へ出荷。

本社 981-3601 宮城県
黒川郡大衡村大瓜字青木８３番
地２

39,657,178 39,657,178 4,916,166 8.06

200006 北上川東部土地改良区 029-4203 岩手県 奥州市前沢生母字荒谷１７－５
理事長 鈴木
明夫

穀作サービス
業

農事用電力を受電し、北上川を水源に束稲揚水機場で
揚水し、岩手県奥州市前沢生母並びに西磐井郡平泉町
長島地区の水田へ農業用水を供給する。

束稲揚水機場 029-4203 岩手県 奥州市前沢生母字柳沢９－３ 1,380,669 1,480,198 110,205 13.43

200007 東北環境管理株式会社 010-0951 秋田県 秋田市山王二丁目１－５４
代表取締役
工藤良廣

下水道処理施
設維持管理業

秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）の設置目的で
ある秋田湾・臨海地域の健全な発達及び公衆衛生の向
上と公共用水域の水質の保全に資するため、指定管理
者として秋田県の管理運営業務を代行し、その経費とし
て年度協定書で定められた指定管理料（売上高となる）
を受領している。秋田臨海処理センタ－は、流域関連公
共下水道８市町村から中継ポンプ場を通して送られてく
る汚水を、関係法令、条例及び規則に定める水質基準
以下に処理し、消毒後、秋田湾に放流する。

秋田臨海処理センター 010-1601 秋田県 秋田市向浜２丁目３番１号 12,004,118 18,551,896 932,216 19.90

200007 東北環境管理株式会社 010-0951 秋田県 秋田市山王二丁目１－５４
代表取締役
工藤良廣

下水道処理施
設維持管理業

秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）の設置目的で
ある秋田湾・臨海地域の健全な発達及び公衆衛生の向
上と公共用水域の水質の保全に資するため、指定管理
者として秋田県の管理運営業務を代行し、その経費とし
て年度協定書で定められた指定管理料（売上高となる）
を受領している。秋田臨海処理センタ－は、流域関連公
共下水道８市町村から中継ポンプ場を通して送られてく
る汚水を、関係法令、条例及び規則に定める水質基準
以下に処理し、消毒後、秋田湾に放流する。

出戸中継ポンプ場 010-0201 秋田県 潟上市天王字下浜山１０６－６ 1,375,801 18,551,896 932,216 19.90

200008 八戸セメント株式会社 031-0813 青森県
八戸市大字新井田字下鷹待場
７番１号

代表取締役社
長 井上慎一

セメント製造
業

◇石灰石・粘土・珪石・鉱滓などのセメント原料を適正な
割合で調合したものを、ロータリーキルン（高温回転窯）
で焼成し半製品（クリンカー）を作り、これに石膏を加えて
微粉砕することで、セメント製品の製造を行う。 ◇また、
石炭灰・汚泥・建設発生土等各種廃棄物を代替原料とし
て、廃タイヤ・木屑等を代替燃料として活用している。

八戸工場 031-0813 青森県
八戸市大字新井田字下鷹待場
７番１号

125,724,823 125,760,542 8,179,280 15.37

200009 古河電子株式会社 970-1153 福島県
いわき市好間町上好間字小館
２０

代表取締役社
長 飯田仁

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

半導体用単結晶の製造 いわき工場 970-1153 福島県
いわき市好間町上好間字小館
２０

10,342,572 10,342,572 1,748,282 5.91

200010
新日本テクノカーボン株
式会社

981-3514 宮城県
黒川郡大郷町川内字中埣山６２
－６

代表取締役社
長 山川理

その他の炭
素・黒鉛製品
製造業

特殊炭素製品の製造・販売 仙台工場 981-3514 宮城県
黒川郡大郷町川内字中埣山６２
－６

65,849,025 65,849,025 9,939,774 6.62

200011 石巻市漁業協同組合 986-0022 宮城県 石巻市魚町２－１３－４
代表理事組合
長 鈴木廣志

製氷業
魚介類等の鮮度保持のため、角氷及びプレート氷を製
造し組合員（漁船）や水産加工会社へ氷を供給する事業

石巻市漁協製氷工場 986-0022 宮城県 石巻市魚町１－２－１６ 2,451,281 2,451,281 187,596 13.06

200012
株式会社県南環境保全
センター

014-0053 秋田県 大仙市大曲花園町１－１
代表取締役社
長 老松博行

下水道処理施
設維持管理業

指定管理者として秋田県の下水道施設(秋田湾・雄物川
流域下水道(大曲及び横手処理区))の運転、維持管理を
している。管理対象は下水道終末処理場２箇所、汚水中
継ポンプ場１６箇所、幹線流量計７箇所、その他関連施
設２箇所の計２７箇所。電気、水道、薬品等ユーティリ
ティーの調達・支払いを行っている。これらの指定管理者
業務に対し、年度協定書に定められた指定管理料が売
上高となっている。

大曲処理センター 014-0001 秋田県
大仙市花館字上大戸下川原７４
－３６

1,868,670 4,033,512 375,246 10.74
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200012
株式会社県南環境保全
センター

014-0053 秋田県 大仙市大曲花園町１－１
代表取締役社
長 老松博行

下水道処理施
設維持管理業

指定管理者として秋田県の下水道施設(秋田湾・雄物川
流域下水道(大曲及び横手処理区))の運転、維持管理を
している。管理対象は下水道終末処理場２箇所、汚水中
継ポンプ場１６箇所、幹線流量計７箇所、その他関連施
設２箇所の計２７箇所。電気、水道、薬品等ユーティリ
ティーの調達・支払いを行っている。これらの指定管理者
業務に対し、年度協定書に定められた指定管理料が売
上高となっている。

横手処理センター 013-0826 秋田県 横手市黒川字福柳３５０ 1,544,215 4,033,512 375,246 10.74

200013 ＴＰＲ工業株式会社 990-0561 山形県 寒河江市中央工業団地一番地
代表取締役社
長 矢野和美

自動車部分
品・附属品製
造業

高周波炉、電気炉を用いて熔解した鉄スクラップ等を金
型に注ぎ、冷却・成形することで円筒鋳物製品の製造及
び完成加工を行い、国内外の自動車メーカー等に出荷し
ている。

ＴＰＲ工業株式会社第2工
場

991-0061 山形県
寒河江市大字米沢字下参壱弐
番地

86,595,800 94,280,380 12,374,377 7.61

200013 ＴＰＲ工業株式会社 990-0561 山形県 寒河江市中央工業団地一番地
代表取締役社
長 矢野和美

自動車部分
品・附属品製
造業

高周波炉、電気炉を用いて熔解した鉄スクラップ等を金
型に注ぎ、冷却・成形することで円筒鋳物製品の製造及
び完成加工を行い、国内外の自動車メーカー等に出荷し
ている。

ＴＰＲ工業株式会社工場 990-0561 山形県 寒河江市中央工業団地一番地 7,684,580 94,280,380 12,374,377 7.61

200014
公益社団法人石巻市水
産加工排水処理公社

986-0022 宮城県 石巻市魚町一丁目１－２
理事長 須能
邦雄

下水道処理施
設維持管理業

石巻漁港及び同区域の水産関連施設や利用者等から
排出される汚水を浄化し、排水基準に適合させ放流す
る。

公益社団法人 石巻市水
産加工排水処理公社

986-0022 宮城県 石巻市魚町一丁目１－２ 1,817,080 1,817,080 193,201 9.40

200015 八戸鉱山株式会社 031-0815 青森県 八戸市大字松館字長坂９－１
代表取締役
河村英夫

石灰石鉱業

石灰石を採掘・加工し、鉄鋼用副原料、セメント用原料、
生コン用骨材、タンカル原料等の製造を行う。製品は長
距離ベルトコンベア（以下ＬＢＣ）により専用埠頭まで輸
送され、新日鐵住金(株)鹿島製鉄所や関東地区の生コ
ン工場等、様々なユーザーに出荷している。 地元にあ
るセメント工場へはＬＢＣにより原料を輸送している。ま
た、製造されたセメント製品はＬＢＣを使用して専用埠頭
に搬送し、船積み出荷している。

八戸鉱山 031-0815 青森県 八戸市大字松館字長坂９－１ 36,199,961 36,199,961 5,098,730 7.09

200016 秋田ウッド株式会社 017-0002 秋田県 大館市白沢字松原５７０
代表取締役
佐藤清忠

他に分類され
ないその他の
製造業

廃木材と廃プラスチックを材料に、木材・プラスチック再
生複合材を製造し、デッキやルーバー、フェンス、ベンチ
等の部材として関東を中心に国内に出荷している。

本社工場 017-0002 秋田県 大館市白沢字松原５７０ 3,870,471 3,870,471 681,328 5.68

200017 株式会社アンドー 019-0205 秋田県 湯沢市小野字西十日町８３
代表取締役
安藤誠一郎

廃プラスチック
製品製造業

株式会社湯沢クリーンセンターにて回収した廃プラス
チックをリサイクル（選別・破砕・洗浄等）した原料を仕入
れ、押出機にて加工（溶融・冷却等）し、成形材料として
再生樹脂ペレットの製造を行っています。 国内外のプラ
スチック製品製造業者へ販売しています。

再生樹脂工場 019-0205 秋田県 湯沢市小野字上川原４８－１２ 1,785,695 1,785,695 204,984 8.71

200018 株式会社槙本鋳造所 991-0041 山形県
寒河江市大字寒河江字赤田１２
８

代表取締役
槙本 貴志マ
キモト タカシ

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄銅を鋳型に注ぎ、整形するこ
とで各種鋳物製品の製造を行う。製造物は、工作機械
用、自動車部品、印刷機器用など、様々な事業者に出
荷している。

株式会社槙本鋳造所 991-0041 山形県
寒河江市大字寒河江字赤田１２
８

1,248,312 1,248,312 198,813 6.27

200019 竹内真空被膜株式会社 028-0111 岩手県
花巻市東和町百ノ沢壱区１２７
番１

代表取締役
濵田忠行

自動車部分
品・附属品製
造業

自動車用バックミラー製造 硝子→切断→曲げ加工→面
取り→洗浄→成膜→検査→梱包→出荷

竹内真空被膜株式会社 028-0111 岩手県
花巻市東和町百ノ沢壱区１２７
番１

6,096,423 6,096,423 878,893 6.93

200020
株式会社県北環境保全
センター

017-0881 秋田県 大館市長木川南２６２－２
代表取締役社
長 福原淳嗣

下水道処理施
設維持管理業

下水道処理施設の運転及び維持管理 大館処理センター 017-0878 秋田県 大館市川口字中川口１番地 1,377,130 3,030,054 247,000 12.26

200021 気仙沼漁業協同組合 988-0037 宮城県 気仙沼市魚市場前８番２５号
代表理事組合
長 齋藤徹夫

製氷業
角氷・砕氷を製造し、組合員の漁業・加工・鮮魚出荷向
けに販売する事業

製氷貯氷施設（製氷工場） 988-0034 宮城県 気仙沼市朝日町２２－１ 1,160,510 1,160,510 64,650 17.95

200022 大平洋金属株式会社 031-8617 青森県
八戸市大字河原木字遠山新田
５－２

代表取締役社
長 佐々木朗

高炉によらな
い製鉄業

電気炉でニッケル鉱石を溶解し、製錬されたフェロニッケ
ルが製造される。フェロニッケルは鋳銑機で、インゴット
に、ショット鋳銑機ではショットに鋳造され、製品として、
国内外のステンレスメーカーにステンレス鋼の主原料と
して出荷している。

八戸本社（製造所） 031-8617 青森県
八戸市大字河原木字遠山新田
５ー２

701,377,266 701,377,266 39,667,523 17.68

200023 青森県 030-8570 青森県 青森市長島一丁目１番１号
知事 三村申
吾

工業用水道業 工場等に工業用水を供給している。
八戸工業用水道管理事務
所

039-1103 青森県 八戸市大字長苗代字窪田５４ 12,508,418 12,508,418 852,218 14.67

200024 高周波鋳造株式会社 031-0071 青森県 八戸市沼館４－７－１０８
取締役社長
大久保寿之

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、自動車・建設機械・産業機械部品を様々な事業者
に出荷している。

高周波鋳造株式会社 本
社工場

031-0071 青森県 八戸市沼館４－７－１０８ 70,313,578 70,313,578 9,740,979 7.21

200025 協同組合青森市場冷蔵 030-0137 青森県 青森市卸町１－１
代表理事 石
川栄一

冷蔵倉庫業
青森市中央卸売市場において青森市の水産冷蔵施設
の管理運営と組合員へ冷蔵庫の賃貸を行っている。

協同組合青森市場冷蔵 030-0137 青森県 青森市卸町１－１ 1,741,248 1,741,248 81,512 21.36

200026
株式会社テラプローブ会
津

965-8502 福島県
会津若松市門田町工業団地４
番地

代表取締役社
長 原田啓明

集積回路製造
業

国内外の半導体メーカー、半導体設計メーカーからの製
品委託を受け、半導体集積回路の電気特性検査および
それらに付帯する作業を事業として行っています。

本社工場 965-8502 福島県
会津若松市門田町工業団地４
番地

26,479,866 26,479,866 2,077,957 12.74

200027
東綱スチールコード株式
会社

024-0002 岩手県 北上市北工業団地７番１号
代表取締役社
長 中原 良な
かはら りょう

その他の金属
線製品製造業

自動車タイヤの補強材としてスチールタイヤコード、各種
産業用高圧ホースの補強材としてホースワイヤ、太陽光
発電の原材料であるシリコンウェハーを切断する為の
ソーワイヤの製造を行っている。

東綱スチールコード株式会
社

024-0002 岩手県 北上市北工業団地７番１号 83,711,100 83,711,100 9,669,218 8.65
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200028
株式会社大平洋ガスセ
ンター

039-1161 青森県 八戸市河原木字海岸２０ー２
代表取締役社
長 青山正幸

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷空気分離装置を用いて空気を分離し、酸素ガスお
よび窒素ガスを製造。酸素ガス及び窒素ガスは周辺地
域にパイピング供給し、酸素ガス、窒素ガスの一部は液
化し、ローリーにて供給している。製品の用途は、工業
用として製鉄業、化学工業に用いられ、液化酸素及び液
化窒素は医療用ガスとしても供給される。

株式会社大平洋ガスセン
ター

039-1161 青森県 八戸市河原木字海岸２０－２ 33,226,600 33,226,600 624,751 53.18

200029 東北飼料株式会社 039-1161 青森県 八戸市河原木字海岸２４－８
代表取締役社
長 大熊徹

配合飼料製造
業

家畜用配合飼料の製造工場であり、フィード・ワン㈱より
供給された原材料を加工して受け渡す。原材料及び製
品の所有権は親会社にある。加工された製品は、主に
北東北3県(青森・岩手・秋田）に出荷されている。

東北飼料株式会社 039-1161 青森県 八戸市河原木字海岸２４－８ 4,617,993 4,617,993 494,897 9.33

200030 上山製紙株式会社 029-0803 岩手県 一関市千厩町千厩字町浦７５
代表取締役社
長 菅原寿基

機械すき和紙
製造業

古紙100%の家庭用衛生紙(トイレットペーパー、ちり紙)の
製造、販売。 製造物は主に東北地区で販売されてい
る。

本社工場 029-0803 岩手県 一関市千厩町千厩字町浦７５ 10,527,050 10,527,050 1,738,376 6.05

200031 須川土地改良区 029-3102 岩手県
一関市花泉町金沢字上新田７２
－８９

理事長 佐藤
慶一

穀作サービス
業

一級河川北上川よりポンプにより揚水し、地区内農地
648haへかんがいを行っている。

第１揚水機場 029-0211 岩手県 一関市弥栄字小間木８８ 1,268,162 1,268,162 82,804 15.31

200032 秋田液酸工業株式会社 010-0021 秋田県 秋田市楢山登町１－２０
代表取締役社
長 日向野正
行

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を圧縮し、不純物を取り除き深冷空気分離装置で
酸素ガス・窒素ガス・アルゴンガスに分離後、液化ガスの
製造を行う。製造物は、鉄鋼業、病院、半導体工場等、
様々な事業者に出荷している。

秋田液酸工業株式会社 011-0911 秋田県
秋田市飯島字古道下川端２１７
－９ 秋田製錬株式会社構内

22,619,100 22,619,100 455,056 49.70

200033 淋代平土地改良区 033-0022 青森県
三沢市三沢字淋代平１１６－２６
４２

理事長 髙橋
和男

穀作サービス
業

農事用電力を受電し、小川原湖を水源に淋代平揚水機
場で揚水し、当改良区管内の水田へ農業用水を供給す
る。

淋代平揚水機場 033-0022 青森県
三沢市大字三沢字淋代平１１６
－１７

1,842,840 1,842,840 53,713 34.30

200034 ケミコン福島株式会社 969-0235 福島県
西白河郡矢吹町丸の内１８５番
地１

代表取締役社
長 峰岸克文

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

電気を使用し陽極酸化による誘電体皮膜の生成等に
よって、電解コンデンサ用電極箔の製造を行い販売して
いる。

喜多方工場 966-0850 福島県 喜多方市字下川原８０８６－１ 189,175,478 189,175,478 9,808,172 19.28

200035
八戸市水産加工業協同
組合

031-0831 青森県 八戸市築港街一丁目３－９
代表理事組合
長 中道栄治

冷蔵倉庫業
水産物の原料、加工品を分別・袋詰めし、凍結・冷蔵保
管する。

八戸市水産加工業協同組
合

031-0831 青森県 八戸市築港街一丁目３‐９ 1,025,393 1,025,393 89,636 11.43

200036
（公財）青森県建設技術
センター

030-0822 青森県 青森市中央三丁目２１番９号
理事長 加茂
谷敦実

下水道処理施
設維持管理業

岩木川流域下水道、馬淵川流域下水道、十和田湖特定
環境保全公共下水道において、青森県より平成１８年度
から平成２７年度まで、並びに平成２８年度から平成３２
年度までの指定管理者としての指定を受け、浄化セン
ター並びにポンプ施設、管路施設の管理運営、運転監
視操作保守点検業務の発注、環境計測、補修などの業
務を行う事業。

馬淵川浄化センター 039-1161 青森県
八戸市大字河原木字蓮沼１－２
１

1,919,764 15,497,351 1,154,267 13.42

200036
（公財）青森県建設技術
センター

030-0822 青森県 青森市中央三丁目２１番９号
理事長 加茂
谷敦実

下水道処理施
設維持管理業

岩木川流域下水道、馬淵川流域下水道、十和田湖特定
環境保全公共下水道において、青森県より平成１８年度
から平成２７年度まで、並びに平成２８年度から平成３２
年度までの指定管理者としての指定を受け、浄化セン
ター並びにポンプ施設、管路施設の管理運営、運転監
視操作保守点検業務の発注、環境計測、補修などの業
務を行う事業。

岩木川浄化センター 038-3874 青森県
弘前市大字津賀野字浅田１１６
８

10,398,129 15,497,351 1,154,267 13.42

200037
株式会社大仙美郷エコ
クリーン

014-0014 秋田県 大仙市大曲福住町６番６号
代表取締役社
長 桐林俊光

ごみ処分業

秋田県大仙市及び美郷町の家庭から搬入される可燃ご
みや各種分別ごみを、焼却処理及び分別回収を行って
いる一般廃棄物施設（大仙美郷クリーンセンター）の運
転委託業務を実施している。

大曲事業所 014-0001 秋田県
大仙市花館字大戸下川原２番１
０

5,283,960 5,283,960 692,625 7.62

200038 仙都冷蔵株式会社 984-0015 宮城県
仙台市若林区卸町四丁目７番
地の４

代表取締役
紺野文敏

冷蔵倉庫業 生鮮食料品の冷凍保管 仙台新港冷蔵庫 983-0001 宮城県
仙台市宮城野区港四丁目２番３
号

1,172,815 3,612,355 420,144 8.59

200038 仙都冷蔵株式会社 984-0015 宮城県
仙台市若林区卸町四丁目７番
地の４

代表取締役
紺野文敏

冷蔵倉庫業 生鮮食料品の冷凍保管 仙台中央市場冷蔵庫 984-0015 宮城県
仙台市若林区卸町四丁目７番
地の４

2,439,540 3,612,355 420,144 8.59

200039
ＡＧＣエレクトロニクス株
式会社

963-0215 福島県 郡山市待池台１－８
代表取締役社
長 佐藤弘昌

その他のガラ
ス・同製品製
造業

電気炉を用いて熔解させたガラスを粉末・ペースト状に
加工した製品や反応塔を用いて合成した石英硝子を加
熱・成形・加工した製品を製造する。製造物は親会社で
あるAGCを通じて国内外のエレクトロニクス・半導体メー
カー等、様々な事業者に出荷している。

郡山本社工場 963-0215 福島県 郡山市待池台１－８ 30,824,740 38,018,115 5,666,275 6.70

200039
ＡＧＣエレクトロニクス株
式会社

963-0215 福島県 郡山市待池台１－８
代表取締役社
長 佐藤弘昌

その他のガラ
ス・同製品製
造業

電気炉を用いて熔解させたガラスを粉末・ペースト状に
加工した製品や反応塔を用いて合成した石英硝子を加
熱・成形・加工した製品を製造する。製造物は親会社で
あるAGCを通じて国内外のエレクトロニクス・半導体メー
カー等、様々な事業者に出荷している。

本宮事業所 969-1104 福島県 本宮市荒井字恵向１２１－３ 2,466,551 38,018,115 5,666,275 6.70

200039
ＡＧＣエレクトロニクス株
式会社

963-0215 福島県 郡山市待池台１－８
代表取締役社
長 佐藤弘昌

その他のガラ
ス・同製品製
造業

電気炉を用いて熔解させたガラスを粉末・ペースト状に
加工した製品や反応塔を用いて合成した石英硝子を加
熱・成形・加工した製品を製造する。製造物は親会社で
あるAGCを通じて国内外のエレクトロニクス・半導体メー
カー等、様々な事業者に出荷している。

水戸事業所 312-0063 茨城県 ひたちなか市田彦１０１０－１ 4,726,824 38,018,115 5,666,275 6.70

200040
東北東ソー化学株式会
社

998-0064 山形県 酒田市大浜一丁目４番１６号
代表取締役社
長 吉川哲央

ソーダ工業
塩水を電気分解して、苛性ソーダ、塩素、水素及び塩化
物を製造。幅広い産業分野の原料・副原料・反応材など
に使われている。

酒田工場 998-0064 山形県 酒田市大浜一丁目４番１６号 119,648,290 119,648,290 6,085,101 19.66

200041
株式会社仙台サンソセ
ンター

983-0001 宮城県 仙台市宮城野区港１－６－１
代表取締役社
長 柳川徹

圧縮ガス・液
化ガス製造業

酸素ガス、液化ガス（酸素・窒素・アルゴン）、医療用ガス
の製造・販売

株式会社 仙台ｻﾝｿｾﾝﾀｰ 983-0001 宮城県 仙台市宮城野区港１－６－１ 60,369,500 60,369,500 1,319,497 45.75
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200042
ビシェイポリテック株式
会社

963-7704 福島県
田村郡三春町大字熊耳字大平
１６番地

代表取締役
佐藤健

抵抗器・コン
デンサ・変成
器・複合部品
製造業

個別半導体と受動電子部品の世界 大メーカーの一つ
であるビシェイ・インターテクノロジー社の傘下として、タ
ンタル電解コンデンサの製造を行っている。当社の製造
工程は前・中・検査に大別でき、そのプロセスは20工程
にも及ぶ。その中でも焼結、焼成、及びエージング工程
は、電気炉を用いて製造、及び検査を行っている。製造
されたタンタル電解コンデンサは電子機器、自動車、医
療機器等の電子部品として使用され社会に貢献してい
る。

三春工場 963-7704 福島県
田村郡三春町大字熊耳字大平
１６番地

9,893,108 9,893,108 1,737,195 5.69

200043 株式会社能代製紙 016-0171 秋田県
能代市河戸川字下大須賀３５－
２

代表取締役社
長 大内道広

機械すき和紙
製造業

東北で発生した古紙を原料として、それを溶かし、除塵、
洗浄、乾燥の工程を経て、トイレットペーパー・ちり紙等
を製造し、東北各地のスーパー、ホームセンター等の
様々な事業者に販売している。

株式会社能代製紙 016-0171 秋田県
能代市河戸川字下大須賀３５－
２

2,879,874 2,879,874 471,521 6.10

200044 株式会社 イトー鋳造 010-0941 秋田県
秋田市川尻町字大川反１７０－
７３

代表取締役社
長 伊藤源通

鋳鉄管製造業 上下水道用ダクタル鋳鉄管の製造を行う。 本社・川尻工場 010-0941 秋田県
秋田市川尻町字大川反１７０－
７３

4,889,965 4,889,965 683,300 7.15

200045 野地株式会社 960-1422 福島県 伊達郡川俣町新中町２５
代表取締役社
長 野地一吉

その他の織物
業

合繊糸を使用し、織物の製造を行う。 ウィビック 960-1405 福島県
伊達郡川俣町東福沢字祭田１５
－１

2,926,783 3,647,299 457,655 7.96

200046
株式会社岡本製氷冷凍
工場

988-0021 宮城県 気仙沼市港町４－１８
代表取締役
岡本寛

製氷業
角氷、砕氷、板氷等を製造し鮮度保持の為、使用する水
産関連企業及び個人向けに販売する事業

第二工場 988-0036 宮城県 気仙沼市弁天町二丁目８－１１ 2,382,793 3,186,363 291,332 10.93

200047
富士電機津軽セミコンダ
クタ株式会社

037-0017 青森県
五所川原市大字漆川字鍋懸１５
６番地

代表取締役社
長 桃井透

集積回路製造
業

半導体ウェハの製造。シリコンウェハ上に半導体集積回
路を形成する製造及び付随する事業

富士電機津軽セミコンダク
タ株式会社

037-0017 青森県
五所川原市大字漆川字鍋懸１５
６番地

57,399,578 57,399,578 7,720,979 7.43

200048 株式会社ＫｉＭｉＤｏＲｉ 979-1202 福島県
双葉郡川内村大字下川内字松
川原１１

代表取締役
早川昌和

他に分類され
ない食料品製
造業

人工光を利用した植物工場にて野菜の生産販売を行う 株式会社ＫｉＭｉＤｏＲｉ 979-1202 福島県
双葉郡川内村大字下川内字松
川原１１

2,491,160 2,491,160 123,043 20.24

200049
秋田エコプラッシュ株式
会社

016-0122 秋田県 能代市扇田字扇渕１１番地１
代表取締役社
長 松井隆伸

他に分類され
ないプラスチッ
ク製品製造業

プラスチック製容器包装から再生ペレットを製造し、それ
を原料として建設・土木資材などのコンクリート二次製品
やプラスチック製品の代替製品として成形製造してい
る。

本社 016-0122 秋田県 能代市扇田字扇渕１１番地１ 5,179,505 5,179,505 672,685 7.69

200050
東北グリコ乳業株式会
社

981-4415 宮城県 加美郡加美町米泉字西原１番
代表取締役社
長 大内田和
夫

乳製品製造業
（処理牛乳，
乳飲料を除く）

親会社である江崎グリコ株式会社の委託を受け、各種
乳製品の製造を行なっている。

東北グリコ乳業株式会社 981-4415 宮城県 加美郡加美町米泉字西原１番 3,681,010 3,681,010 626,552 5.87

200051 福島製鋼株式会社 960-8661 福島県 福島市笹木野字天竺田８番地１
代表取締役社
長 三田進

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを型枠に注ぎ、冷
却・整形し、鋳造部品の製造を行い、自動車メーカー、建
設機械メーカー等に出荷している。

本社・吾妻工場 960-8661 福島県 福島市笹木野字天竺田８－１ 65,142,089 97,423,841 16,203,085 6.01

200051 福島製鋼株式会社 960-8661 福島県 福島市笹木野字天竺田８番地１
代表取締役社
長 三田進

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを型枠に注ぎ、冷
却・整形し、鋳造部品の製造を行い、自動車メーカー、建
設機械メーカー等に出荷している。

相模工場 252-0101 神奈川県
相模原市緑区町屋１丁目１ー４
０

32,281,752 97,423,841 16,203,085 6.01

200052 弘南鉄道株式会社 036-0103 青森県 平川市本町北柳田２３－５
代表取締役社
長 船越弘造

普通鉄道業 鉄道事業法による一般運輸事業 弘南鉄道 弘南線 036-0103 青森県 平川市本町北柳田２３－５ 2,419,858 3,794,482 385,533 9.84

200052 弘南鉄道株式会社 036-0103 青森県 平川市本町北柳田２３－５
代表取締役社
長 船越弘造

普通鉄道業 鉄道事業法による一般運輸事業 弘南鉄道 大鰐線 036-8125 青森県 弘前市大字大沢字稲元１－１ 1,374,624 3,794,482 385,533 9.84

200053 秋田レアメタル株式会社 011-0911 秋田県
秋田市飯島字古道下川端２１７
－９

代表取締役社
長 鈴木一成

その他の非鉄
金属第2次製
錬・精製業（非
鉄金属合金製
造業を含む）

亜鉛鉱石を製錬している秋田製錬（株）のインジウム を
含む中間生成物の原料と、社外からのインジウム を含
むＩＴＯスクラップの原料を製錬し、電解にて陰極 側にイ
ンジウムを析出させ、それを電気炉にて溶解 し鋳型に
注ぎ、冷却・整形する事でインジウム地金 の製品として
いる。製品はＦＰＤ用ＩＴＯターゲット材、 太陽電池、ＬＥＤ
等に使用されている。

秋田レアメタル株式会社 011-0911 秋田県
秋田市飯島字古道下川端２１７
－９

4,456,217 4,456,217 344,344 12.94

200054
秋田ジンクソリューション
ズ株式会社

011-0911 秋田県 秋田市飯島字砂田１番地
代表取締役社
長 倉持周志

その他の非鉄
金属第2次製
錬・精製業（非
鉄金属合金製
造業を含む）

電気炉を用いて亜鉛地金に 各種金属を溶解させて鋳型
に注ぎ、冷却・製形することで、各種亜鉛合金の鋳造を
行う。製造物は国内の電池メー カーや高炉メーカー等、
様々な事業者に出荷している。

本社工場 011-0911 秋田県 秋田市飯島字砂田１番地 18,165,900 18,165,900 1,845,674 9.84

200055
石巻市超低温冷蔵事業
協同組合

986-0022 宮城県 石巻市魚町二丁目１４番地
理事長 阿 部
達 男

冷蔵倉庫業
組合員の取り扱う魚介類（製品を含む。）の冷凍・冷蔵保
管

石巻市超低温冷蔵事業協
同組合

986-0022 宮城県 石巻市魚町二丁目１４番地 1,847,923 1,847,923 110,381 16.74

200056
農事組合法人二戸地域
環境保全組合

028-6102 岩手県
二戸市下斗米字婦子葉平６０－
１３

代表理事 下
斗米晋

産業廃棄物処
分業

ブロイラー飼育生産者の鶏糞を、産業廃棄物として焼却
処理し、焼却後にでる灰は肥料として販売している。

二戸肥料工場 028-6102 岩手県
二戸市下斗米字婦子葉平６０－
１３

1,749,972 1,749,972 168,103 10.41

200057 株式会社伊藤熱処理 990-0051 山形県 山形市銅町一丁目８－３８
代表取締役社
長 伊藤雄平

金属熱処理業
電気炉を用いて、客先からの鉄、アルミ部品の熱処理を
行う。 国内の自動車メーカー等に納品している。

（株）伊藤熱処理1.3.4工場 990-0051 山形県 山形市銅町一丁目八番三四号 7,663,876 8,554,147 911,368 9.38

200058
北上ハイテクペーパー株
式会社

024-0051 岩手県 北上市相去町笹長根３５番地
代表取締役社
長 楠田康之

塗工紙製造業
（印刷用紙を
除く）

木材チップを蒸解し、漂白したクラフトパルプを抄紙機で
抄き取り、ポリエチレン等を塗工し、塗工紙の製造を行な
う。

北上ハイテクペーパー株式
会社

024-0051 岩手県 北上市相去町笹長根３５番地 81,820,282 81,820,282 11,210,811 7.29
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200059 岩手製鉄株式会社 024-0334 岩手県
北上市和賀町藤根１８地割１４
番地

代表取締役社
長 佐藤満義

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

鋳造品の製造・販売 機械・装置装置等の設計・製作・保
守

岩手製鉄株式会社 024-0334 岩手県
北上市和賀町藤根１８地割１４
番地

7,365,835 7,365,835 995,904 7.39

200060 福島液酸株式会社 969-1105 福島県 本宮市関下字東原１０番地１
代表取締役社
長 河合昌人

圧縮ガス・液
化ガス製造業

産業用、医療用の液化酸素、液化窒素の製造・販売 本社工場 969-1105 福島県 本宮市関下字東原１０番地１ 16,363,910 16,363,910 414,975 39.43

200061
アックス・グリーン・サー
ビス株式会社

035-0011 青森県 むつ市大字奥内字今泉６６番地
代表取締役社
長 篠原昭司

ごみ処分業

当社はアックス・グリーン（下北地域一般廃棄物等処理
施設）の運営を受託している特定目的会社で、青森県下
北地域１市１町３村の一般廃棄物処理（ガス化溶融炉に
よる可燃ごみの焼却処理等）を行っている。

アックス・グリーン 035-0011 青森県 むつ市大字奥内字今泉６６番地 11,738,830 11,738,830 1,178,121 9.96

200062
ラピスセミコンダクタ宮城
株式会社

981-3693 宮城県 黒川郡大衡村沖の平１番
代表取締役社
長 藤田尚孝

集積回路製造
業

ウェハーを高温炉に入れ酸化膜や絶縁膜を作り、露光
装置にて回路パターンを転写し、エッチング装置にてエッ
チングを行い、回路を形成する。 後処理は外部に委託し
ており、回路形成されたウェハーをカットし、組立工程、
パッケージングされＩＣとして国内様々な事業者に出荷し
ている。

ラピスセミコンダクタ宮城株
式会社

981-3693 宮城県 黒川郡大衡村沖の平１番 132,047,800 132,047,800 15,518,554 8.50

200063 木村可鍛株式会社 961-0004 福島県 白河市萱根金ヶ入１４番地４
代表取締役社
長 古川弘道

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ冷却
整形することで各鋳造製品の製造を行う。製造物は国内
トラックメーカー、建機メーカー等様々な事業者に出荷し
ている。

白河本社工場 961-0004 福島県 白河市萱根金ケ入１４番地４ 8,965,565 8,965,565 1,164,984 7.69

200064 株式会社ＡＮＯＶＡ 039-3212 青森県
上北郡六ヶ所村尾駮字弥栄平
１１５－４

代表取締役
谷川年行

液晶パネル・
フラットパネル
製造業

ガラス基板上に、薄膜（有機膜、無機膜）を形成する製造
業

㈱ANOVA 039-3212 青森県
上北郡六ヶ所村尾駮字弥栄平
１１５－４

20,134,488 20,134,488 2,165,729 9.29

200065 青森冷凍株式会社 030-0802 青森県 青森市本町三丁目１番１号
代表取締役
若井浩

冷蔵倉庫業

水産業者から主に水産物などの保管委託を受け、 電気
冷蔵及び電気冷凍の倉庫に保管する。 水産物などの倉
庫への入庫及び出庫は、当社の荷役で フォークリフトを
使用して行う。

青森冷凍株式会社 030-0802 青森県 青森市本町三丁目１番１号 1,796,265 1,796,265 107,226 16.75

200066 釜石飼料株式会社 026-0011 岩手県 釜石市港町二丁目１番１号
代表取締役社
長 冨田親廣

配合飼料製造
業

日清丸紅飼料株式会社、日本農産工業株式会社から家
畜用配合飼料を受託製造加工している。

釜石飼料株式会社 026-0011 岩手県 釜石市港町２－１－１ 2,554,137 2,554,137 384,841 6.63

200067 小坂製錬株式会社 017-0202 秋田県
鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽
部６０番地１

代表取締役社
長 仲 雅之

銅第1次製錬・
精製業

銅製錬(石炭吹込み溶融炉)、鉛製錬(電気炉)2つのﾍﾞｰｽ
ﾒﾀﾙの製錬を中心に、金、銀、ﾋﾞｽﾏｽ、ｽｽﾞ、ｱﾝﾁﾓﾝその
他金属の精製を行い、電線、ﾊﾞｯﾃﾘｰ、合金、金属加工
品等製造業界に出荷している。 原料は一般的な精鉱
に限らず、市中から回収した基板、非鉄金属ｽｸﾗｯﾌﾟ類を
多数利用しているほか、他の製錬会社中間産物を多く
扱う。一部廃棄物からの金属回収も行っている。

小坂製錬株式会社 017-0202 秋田県
鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽
部６０番地１

79,940,485 79,940,485 12,498,579 6.39

200068
一般財団法人宮城県下
水道公社

981-0914 宮城県
仙台市青葉区堤通雨宮町４番１
７号

理事長 門傳
淳

下水道処理施
設維持管理業

指定管理者となっている仙塩流域下水道、鳴瀬川・吉田
川流域下水道施設等の維持管理業務

仙塩浄化センター 985-0832 宮城県 多賀城市大代６丁目４番１号 20,732,943 28,065,870 1,422,872 19.72

200068
一般財団法人宮城県下
水道公社

981-0914 宮城県
仙台市青葉区堤通雨宮町４番１
７号

理事長 門傳
淳

下水道処理施
設維持管理業

指定管理者となっている仙塩流域下水道、鳴瀬川・吉田
川流域下水道施設等の維持管理業務

鹿島台浄化センター 989-4102 宮城県
大崎市鹿島台木間塚字新三ツ
屋１６０

1,364,763 28,065,870 1,422,872 19.72

200068
一般財団法人宮城県下
水道公社

981-0914 宮城県
仙台市青葉区堤通雨宮町４番１
７号

理事長 門傳
淳

下水道処理施
設維持管理業

指定管理者となっている仙塩流域下水道、鳴瀬川・吉田
川流域下水道施設等の維持管理業務

大和浄化センター 981-3418 宮城県
黒川郡大和町鶴巣下草字作内
田９３

4,355,484 28,065,870 1,422,872 19.72

200069
公益財団法人山形県建
設技術センター

990-0041 山形県 山形市緑町一丁目９番３０号
理事長 角湯
克典

下水道処理施
設維持管理業

・流域下水道の維持管理業務 ・県民に対する下水道知
識の普及啓発 ・下水道技術者の養成 ・下水道事業の調
査研究

村山浄化センター 995-0111 山形県
村山市大字大久保字寄込３８７
６

3,103,926 12,920,378 1,823,237 7.08

200069
公益財団法人山形県建
設技術センター

990-0041 山形県 山形市緑町一丁目９番３０号
理事長 角湯
克典

下水道処理施
設維持管理業

・流域下水道の維持管理業務 ・県民に対する下水道知
識の普及啓発 ・下水道技術者の養成 ・下水道事業の調
査研究

庄内浄化センター 999-7762 山形県
東田川郡庄内町家根合字大下
１１

2,049,369 12,920,378 1,823,237 7.08

200069
公益財団法人山形県建
設技術センター

990-0041 山形県 山形市緑町一丁目９番３０号
理事長 角湯
克典

下水道処理施
設維持管理業

・流域下水道の維持管理業務 ・県民に対する下水道知
識の普及啓発 ・下水道技術者の養成 ・下水道事業の調
査研究

山形浄化センター 994-0079 山形県 天童市大字大町字西原１９１５ 5,277,510 12,920,378 1,823,237 7.08

200069
公益財団法人山形県建
設技術センター

990-0041 山形県 山形市緑町一丁目９番３０号
理事長 角湯
克典

下水道処理施
設維持管理業

・流域下水道の維持管理業務 ・県民に対する下水道知
識の普及啓発 ・下水道技術者の養成 ・下水道事業の調
査研究

置賜浄化センター 999-2253 山形県 南陽市宮崎２４８－２ 2,489,573 12,920,378 1,823,237 7.08

200070
カネヨ ロイヤリティ ワ
ン ロジスティクス株式
会社

985-0005 宮城県
塩竈市杉の入四丁目１番８８号
－８８

代表取締役
山野辺文幹

冷蔵倉庫業 冷凍・超定温冷蔵倉庫業
カネヨロイヤリティワンロジ
スティクス㈱本部事業所

985-0005 宮城県
塩竈市杉の入四丁目１番８８号
－８８

1,453,815 3,027,423 380,841 7.94

200070
カネヨ ロイヤリティ ワ
ン ロジスティクス株式
会社

985-0005 宮城県
塩竈市杉の入四丁目１番８８号
－８８

代表取締役
山野辺文幹

冷蔵倉庫業 冷凍・超定温冷蔵倉庫業
カネヨロイヤリティワンロジ
スティクス㈱創水事業所1
号棟

985-0001 宮城県 塩竈市新浜町１丁目２０－４１ 1,274,084 3,027,423 380,841 7.94

200071 丸和熱処理株式会社 994-0069 山形県 天童市清池東二丁目８番２０号
代表取締役社
長 後藤章洋

金属熱処理業
電気炉を用いて、機械部品を焼入・焼ナマシなどの熱処
理を行い、金属材料の調質を行っている。

丸和熱処理株式会社 第
3工場

994-0069 山形県 天童市清池東二丁目７番８号 1,428,131 5,765,878 587,388 9.81

200071 丸和熱処理株式会社 994-0069 山形県 天童市清池東二丁目８番２０号
代表取締役社
長 後藤章洋

金属熱処理業
電気炉を用いて、機械部品を焼入・焼ナマシなどの熱処
理を行い、金属材料の調質を行っている。

丸和熱処理株式会社 山
形工場

990-2338 山形県 山形市蔵王松ヶ丘一丁目２－３ 2,508,492 5,765,878 587,388 9.81
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200071 丸和熱処理株式会社 994-0069 山形県 天童市清池東二丁目８番２０号
代表取締役社
長 後藤章洋

金属熱処理業
電気炉を用いて、機械部品を焼入・焼ナマシなどの熱処
理を行い、金属材料の調質を行っている。

丸和熱処理株式会社 本
社

994-0069 山形県 天童市清池東二丁目８番２０号 1,773,758 5,765,878 587,388 9.81

200072
株式会社ハッピープロダ
クツ

990-2251 山形県 山形市立谷川２－１２１３－１
代表取締役社
長 原田啓太
郎

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、整
形・加工することで各種鋳物製品の製造をおこなう。

本社・工場 990-2251 山形県 山形市立谷川２－１２１３ー１ 17,272,430 17,272,430 2,094,374 8.24

200073
公益財団法人福島県下
水道公社

960-8041 福島県
福島市大町５番６号 日本生命
福島ビル２階

理事長 松本
英夫

下水道処理施
設維持管理業

福島県及び福島県内市町村が管理する下水道処理施
設の維持管理及び維持管理補完を行うものであり、当該
施設の保守点検、運転操作、修繕並びに履行確認等を
実施する。

県北浄化センター 969-1741 福島県
伊達郡国見町大字徳江字上悪
戸４６番地の１

5,608,720 21,603,041 2,347,619 9.20

200073
公益財団法人福島県下
水道公社

960-8041 福島県
福島市大町５番６号 日本生命
福島ビル２階

理事長 松本
英夫

下水道処理施
設維持管理業

福島県及び福島県内市町村が管理する下水道処理施
設の維持管理及び維持管理補完を行うものであり、当該
施設の保守点検、運転操作、修繕並びに履行確認等を
実施する。

県中浄化センター 963-0531 福島県
郡山市日和田町高倉字追越８９
番地

14,292,424 21,603,041 2,347,619 9.20

200073
公益財団法人福島県下
水道公社

960-8041 福島県
福島市大町５番６号 日本生命
福島ビル２階

理事長 松本
英夫

下水道処理施
設維持管理業

福島県及び福島県内市町村が管理する下水道処理施
設の維持管理及び維持管理補完を行うものであり、当該
施設の保守点検、運転操作、修繕並びに履行確認等を
実施する。

あだたら清流センター 964-0937 福島県 二本松市榎戸二丁目９６番地 1,047,314 21,603,041 2,347,619 9.20

200074 テクノメタル株式会社 964-8585 福島県 二本松市高田１００番地
代表取締役社
長 三浦哲夫

自動車部分
品・附属品製
造業

トラック・バス、乗用車、建設機械、産業用機械用の鋳造
品、鍛造品、アルミダイカスト部品の製造・販売

テクノメタル株式会社 二
本松工場

964-8585 福島県 二本松市高田１００番地 139,488,600 145,328,220 23,306,071 6.23

200074 テクノメタル株式会社 964-8585 福島県 二本松市高田１００番地
代表取締役社
長 三浦哲夫

自動車部分
品・附属品製
造業

トラック・バス、乗用車、建設機械、産業用機械用の鋳造
品、鍛造品、アルミダイカスト部品の製造・販売

テクノメタル株式会社 北
本工場

364-0003 埼玉県 北本市古市場１丁目１００番地 5,839,620 145,328,220 23,306,071 6.23

200075
会津富士通セミコンダク
ターウェハーソリューショ
ン株式会社

965-8504 福島県
会津若松市門田町工業団地４
番地６

代表取締役社
長 清水敦男

集積回路製造
業

ウェハーを高温炉に入れ酸化膜や絶縁膜を作り、露光
装置にて回路パターンを転写し、エッチングを行い、回路
を形成する。後処理は外部に委託しており、回路形成さ
れたウェハーをカット組立工程、パッケージングされＩＣと
して国内外の様々な事業者に出荷している。

本社工場 965-8504 福島県
会津若松市門田町工業団地４
番地６

42,433,021 42,433,021 2,290,310 18.52

200076
オン・セミコンダクター会
津株式会社

965-8506 福島県
会津若松市門田町工業団地６
番地

代表取締役
社長 堀仁

集積回路製造
業

ウェハーを高温炉に入れ酸化膜や絶縁膜を作り、露光
装置にて回路パターンを転写し、エッチングを行い、回路
を形成する。 後処理は外部に委託しており、回路形成さ
れたウェハーをカット組立工程、パッケージングされＩＣと
して国内外の様々な事業者に出荷している。

本社工場 965-8506 福島県
会津若松市門田町工業団地６
番地

176,976,810 176,976,810 12,557,033 14.09

200077 秋田製錬株式会社 011-8555 秋田県
秋田市飯島字古道下川端２１７
－９

代表取締役会
長兼社長 甲
斐博之

亜鉛第1次製
錬・精製業

亜鉛鉱石を製錬し、電解にて陰極板に亜鉛を析出させ、
電気炉を用いて、析出させた亜鉛を鋳型に注ぎ、冷却・
整形することで、亜鉛地金の製品とする。製品は、国内
の建築物（鋼板など）に使われたり、自動車メーカ等、
様々な事業者に出荷している。

飯島製錬所 011-8555 秋田県
秋田市飯島字古道下川端２１７
－９

831,767,949 831,767,949 20,031,823 41.52

200078 秋田県 010-8572 秋田県 秋田市山王三丁目１－１
秋田県知事
佐竹敬久

工業用水道業
秋田工業用水道事業として秋田湾地区及び御所野地区
工業地帯の２９事業所へ工業用水の供給を行っている。

秋田県産業労働部秋田発
電・工業用水道事務所

010-1423 秋田県
秋田市仁井田字新中島７７０－
１

10,248,063 10,248,063 915,723 11.19

200079
石巻市水産加工業協同
組合

986-0022 宮城県 石巻市魚町１－７－３
代表理事組合
長 臼井泰文

冷蔵倉庫業
冷蔵保管業 水産加工業者からの商品を冷蔵庫にて冷
蔵保管している。 （主にサバ、イワシ）

石巻市水産加工業協同組
合

986-0022 宮城県 石巻市魚町１－７－３ 1,339,996 1,339,996 87,031 15.39

200080 気仙沼漁業協同組合 988-0037 宮城県 気仙沼市魚市場前８番２５号
代表理事組合
長 齋藤徹夫

冷蔵倉庫業
組合員等からの委託を受け、水産物の凍結・保管及び
入出庫業務

超低温冷蔵庫 988-0034 宮城県 気仙沼市朝日町２０－５ 1,645,723 2,020,555 138,778 14.55

200081 カクチョウ株式会社 990-2351 山形県 山形市鋳物町１４番地
代表取締役
長谷川文彦

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製品
は、国内外の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷し
ている。

カクチョウ株式会社 990-2351 山形県 山形市鋳物町１４番地 2,303,057 2,303,057 334,235 6.89

200082
公益財団法人宮城県ス
ポーツ協会

981-0122 宮城県
宮城郡利府町菅谷字舘４０番地
１

会長 鈴木省
三

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

県民のスポーツ・レクリエーションの振興に寄与するた
め、指定管理者として宮城県有施設の管理運営を行っ
ている。

宮城県総合運動公園 981-0122 宮城県
宮城郡利府町菅谷字舘４０番地
１

5,161,832 5,374,596 569,436 9.43

200083
有限会社ミツワ製氷冷
蔵

986-0024 宮城県 石巻市川口町１丁目６番６２号
代表取締役
粟野豊

製氷業 魚貝類を冷却する氷を合同会社ミツワへ販売する。 有限会社ミツワ製氷冷蔵 986-0022 宮城県 石巻市魚町１丁目２６番２号 1,884,396 1,884,396 87,374 21.56

200084 ケミコン岩手株式会社 024-0073 岩手県
北上市下江釣子１４地割４０番
地１

代表取締役社
長 三浦和人

抵抗器・コン
デンサ・変成
器・複合部品
製造業

アルミ電極箔材料、アルミケース材料等を使用し、アルミ
電解コンデンサの組立製造を行い、販売している。

岩手工場 024-0073 岩手県
北上市下江釣子１４地割４０番
地１

14,224,029 120,121,297 18,349,531 6.54

200084 ケミコン岩手株式会社 024-0073 岩手県
北上市下江釣子１４地割４０番
地１

代表取締役社
長 三浦和人

抵抗器・コン
デンサ・変成
器・複合部品
製造業

アルミ電極箔材料、アルミケース材料等を使用し、アルミ
電解コンデンサの組立製造を行い、販売している。

江釣子工場 024-0074 岩手県 北上市滑田２０地割９０番地４ 1,467,268 120,121,297 18,349,531 6.54

200084 ケミコン岩手株式会社 024-0073 岩手県
北上市下江釣子１４地割４０番
地１

代表取締役社
長 三浦和人

抵抗器・コン
デンサ・変成
器・複合部品
製造業

アルミ電極箔材料、アルミケース材料等を使用し、アルミ
電解コンデンサの組立製造を行い、販売している。

和賀工場 024-0326 岩手県
北上市和賀町仙人２地割７番１
５号

104,430,000 120,121,297 18,349,531 6.54

200085
日立オートモティブシス
テムズハイキャスト株式
会社

024-0335 岩手県
北上市和賀町後藤２地割１０６
番地１４５番

代表取締役社
長 天野誠

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ、銑鉄を鋳型に注
ぎ、冷却・成形することで、各種鋳物製品の製造を行な
う。製造物は、国内外の自動車メーカー等、様々な事業
所に出荷している。

福島事業所 963-6115 福島県
東白川郡棚倉町大字福井字一
里檀１番地

82,775,978 82,775,978 7,327,966 11.29
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300001 東京酸素窒素株式会社 299-0267 千葉県 袖ケ浦市中袖１番１
代表取締役社
長 岡崎志朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

ＬＮＧの冷熱を利用した空気深冷分離装置を用い、液化
酸素、液化窒素および液化粗アルゴン、液化アルゴンの
製造を行う。 製品は、全て出資各社へ販売している。

東京酸素窒素株式会社 299-0267 千葉県 袖ケ浦市中袖１番１ 57,951,192 57,951,192 1,697,269 34.14

300002
株式会社ジャパンフィー
ド

314-0103 茨城県 神栖市東深芝２番地１１
代表取締役社
長 橋本幸也

配合飼料製造
業

主原料（穀物類）を粉砕し大豆粕等の副原料とビタミン・
ミネラル類を配合して熱処理加工を行い、冷却後委託加
工会社及び畜産業者へ出荷する。

鹿島工場 314-0103 茨城県 神栖市東深芝２番地１１ 6,092,118 6,092,118 773,937 7.87

300003
赤城サニテーション株式
会社

379-2203 群馬県 伊勢崎市曲沢町１５８６
代表取締役
阿佐見昌之

その他のパル
プ・紙・紙加工
品製造業

大人用紙おむつの製造
赤城サニテーション株式会
社

379-2203 群馬県 伊勢崎市曲沢町１５８６ 1,562,696 1,562,696 124,651 12.53

300004 株式会社中信高周波 399-0033 長野県 松本市笹賀５６５２－１１８
代表取締役
唐沢政彦

金属熱処理業

電気炉を用いて、自動車部品等の金属部品の焼き入
れ、焼き戻し等の処理を行う。主として、メーカーから受
け入れた製品の受託加工を行い、自動車メーカー等の
様々な事業者に出荷している。

株式会社中信高周波 399-0033 長野県 松本市笹賀５６５２－１１８ 17,025,567 17,025,567 1,921,981 8.85

300005 株式会社真岡製作所 321-4367 栃木県 真岡市鬼怒ケ丘８番地
代表取締役
仁科捷哉

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、砂型に注ぎ成型
することで鋳鉄品の製造を行っている。製品は主に自動
車部品メーカーに出荷している。

株式会社真岡製作所 321-4367 栃木県 真岡市鬼怒ケ丘８番地 32,170,920 32,170,920 4,383,696 7.33

300006 株式会社ワンワ－ルド 101-0047 東京都
千代田区内神田１丁目８番１１
号 東京保井ビル３階

代表取締役社
長 伊倉千秋

ガラス繊維・
同製品製造業

再生ガラスを電気炉で溶融・紡糸・集綿・成形をしたグラ
スウール断熱材の製造を行う。製造品は国内のハウス
メーカー等へ出荷している。

若柳工場 989-5501 宮城県
栗原市若柳字川北荒町前１番
地

8,836,830 8,836,830 1,548,666 5.70

300007
株式会社トッパンエレク
トロニクスプロダクツ

110-0016 東京都 台東区台東１－５－１
代表取締役
石島幹男

液晶パネル・
フラットパネル
製造業

ｶﾞﾗｽ基板にｶﾗｰﾚｼﾞｽﾄを塗布し、焼付け、現像を繰り返し
て色ﾊﾟﾀｰﾝを形成することで、液晶ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰを製造す
る。 製造物は国内外の家電ﾒｰｶｰへ出荷している。

三重第1工場(亀山) 519-1104 三重県 亀山市関町白木一色６４６－３ 69,361,544 212,235,790 8,815,198 24.07

300007
株式会社トッパンエレク
トロニクスプロダクツ

110-0016 東京都 台東区台東１－５－１
代表取締役
石島幹男

液晶パネル・
フラットパネル
製造業

ｶﾞﾗｽ基板にｶﾗｰﾚｼﾞｽﾄを塗布し、焼付け、現像を繰り返し
て色ﾊﾟﾀｰﾝを形成することで、液晶ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰを製造す
る。 製造物は国内外の家電ﾒｰｶｰへ出荷している。

三重第2工場(久居) 514-1254 三重県 津市森町５００９番２ 63,648,808 212,235,790 8,815,198 24.07

300007
株式会社トッパンエレク
トロニクスプロダクツ

110-0016 東京都 台東区台東１－５－１
代表取締役
石島幹男

液晶パネル・
フラットパネル
製造業

ｶﾞﾗｽ基板にｶﾗｰﾚｼﾞｽﾄを塗布し、焼付け、現像を繰り返し
て色ﾊﾟﾀｰﾝを形成することで、液晶ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰを製造す
る。 製造物は国内外の家電ﾒｰｶｰへ出荷している。

高知工場 783-0062 高知県 南国市久礼田２４２０番地 39,711,482 212,235,790 8,815,198 24.07

300008
株式会社トッパンエレク
トロニクスプロダクツ

110-0016 東京都 台東区台東１－５－１
代表取締役
石島幹男

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部品及び電子回路ﾊﾟﾀｰﾝ形成ﾏｽｸの製造。
製造品は国内外に出荷され、半導体、電子機器ﾒｰｶｰ
で、部品や製造部材として、利用されている。

滋賀工場 527-0046 滋賀県 東近江市妙法寺町１１０１－２０ 29,619,617 73,661,528 6,284,784 11.72

300008
株式会社トッパンエレク
トロニクスプロダクツ

110-0016 東京都 台東区台東１－５－１
代表取締役
石島幹男

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部品及び電子回路ﾊﾟﾀｰﾝ形成ﾏｽｸの製造。
製造品は国内外に出荷され、半導体、電子機器ﾒｰｶｰ
で、部品や製造部材として、利用されている。

熊本工場 865-0041 熊本県 玉名市伊倉北方８００ 25,662,230 73,661,528 6,284,784 11.72

300009 八木精鍛株式会社 370-1204 群馬県 高崎市東中里町８８－１
代表取締役社
長 八木議廣

鍛工品製造業

電気誘導加熱炉を用いて鋼材を加熱し、プレスにセット
された金型により成型することでベアリング等の素形材
の製造を行う、また、旋削加工まで行う部品もあり、鍛造
品もしくは旋削加工完了品にて出荷している。

八木精鍛株式会社 370-1204 群馬県 高崎市東中里町８８－１ 4,280,171 4,280,171 492,476 8.69

300010 株式会社城南製鋼所 332-0004 埼玉県 川口市領家５－１３－３５
代表取締役社
長 岸田成器

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを連続鋳造機にて
成形・冷却して鋳片を製造する。 その鋳片を圧延機にて
圧延して鉄筋コンクリート用の異形棒鋼を製造する。

株式会社城南製鋼所 332-0004 埼玉県 川口市領家５－１３－３５ 211,932,391 211,932,391 20,919,581 10.13

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

南部中継ポンプ場 336-0026 埼玉県 さいたま市南区辻８－２７－１６ 5,496,936 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

鴨川中継ポンプ場 330-0856 埼玉県 さいたま市大宮区三橋２－４４２ 1,281,675 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

鴻巣中継ポンプ場 365-0027 埼玉県 鴻巣市上谷１８７８－１ 1,731,283 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

芝中継ポンプ場 333-0848 埼玉県 川口市芝下２－２９－１０ 2,209,079 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

新河岸川水循環センター 351-0115 埼玉県 和光市新倉６－１－１ 73,995,490 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

富士見中継ポンプ場 354-0011 埼玉県 富士見市水子２９３４－１ 6,565,440 285,824,148 20,076,894 14.23
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300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

春日部中継ポンプ場 344-0021 埼玉県 春日部市大場２８ 2,572,697 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

中川水循環センター 341-0056 埼玉県 三郷市番匠免３－２－２ 67,049,192 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

荒川水循環センター 335-0034 埼玉県 戸田市笹目５－３７－１４ 85,176,789 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

元荒川水循環センター 363-0007 埼玉県 桶川市小針領家９３９ 22,076,976 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

川越浄化プラント 350-0032 埼玉県 川越市大仙波１２３３ 2,393,705 285,824,148 20,076,894 14.23

300011
公益財団法人埼玉県下
水道公社

338-0837 埼玉県 さいたま市桜区田島７－２－２３
理事長 清水
敏男

下水道処理施
設維持管理業

流域下水道維持管理業 荒川左岸南部、荒川左岸北
部、荒川右岸、中川及び古利根川の五つの流域下水道
の維持管理等を県から受託し実施

古利根川水循環センター 346-0014 埼玉県 久喜市吉羽７７２－１ 7,990,452 285,824,148 20,076,894 14.23

300012 東武冶金株式会社 326-0004 栃木県 足利市樺崎町１９５０－５
代表取締役
小林豊

金属熱処理業

国内外の自動車、建設機械等におけるギヤー・シャフト
類を電気炉及び電気加熱設備を用いて加熱し、水・油等
により冷却することで、金属を硬くすると共に金属組織の
調整を行う。

足利工場 326-0004 栃木県 足利市樺崎町１９５０－５ 9,108,728 12,609,577 1,502,658 8.39

300012 東武冶金株式会社 326-0004 栃木県 足利市樺崎町１９５０－５
代表取締役
小林豊

金属熱処理業

国内外の自動車、建設機械等におけるギヤー・シャフト
類を電気炉及び電気加熱設備を用いて加熱し、水・油等
により冷却することで、金属を硬くすると共に金属組織の
調整を行う。

久喜工場 346-0028 埼玉県 久喜市河原井町４８ 2,618,651 12,609,577 1,502,658 8.39

300013 株式会社 富士冷 421-0205 静岡県 焼津市宗高１２８７番地
代表取締役社
長 村松康範

冷蔵倉庫業

水産関係者等からの依頼により、魚市場等で水揚げさ
れた冷凍鮪・冷凍鰹を冷蔵倉庫にて保管を行っている。
荷主の依頼により生鮮市場や製造工場に冷凍魚を出荷
している。

本社冷蔵庫 421-0205 静岡県 焼津市宗高１２８７ 4,155,280 6,853,672 487,201 14.06

300013 株式会社 富士冷 421-0205 静岡県 焼津市宗高１２８７番地
代表取締役社
長 村松康範

冷蔵倉庫業

水産関係者等からの依頼により、魚市場等で水揚げさ
れた冷凍鮪・冷凍鰹を冷蔵倉庫にて保管を行っている。
荷主の依頼により生鮮市場や製造工場に冷凍魚を出荷
している。

枕崎冷蔵庫 898-0093 鹿児島県 枕崎市仁田浦町１８０ 2,698,392 6,853,672 487,201 14.06

300015
公益財団法人新潟県下
水道公社

950-0003 新潟県
新潟市東区下山３丁目６８０番
地

理事長 岩澤
弘和

下水道処理施
設維持管理業

流域及び公共下水道等の維持管理をはじめ、下水道に
関する調査・研究、下水道知識の普及・啓発を行うことに
より、県民の健康的で快適な居住環境の向上及び公共
用水域の水質の保全に寄与し、もって公衆衛生の向上
及び自然環境の保全・循環型社会の形成に資すること。

西川浄化センター 950-2123 新潟県 新潟市西区笠木３３９番地 1,512,680 27,705,927 3,031,227 9.14

300015
公益財団法人新潟県下
水道公社

950-0003 新潟県
新潟市東区下山３丁目６８０番
地

理事長 岩澤
弘和

下水道処理施
設維持管理業

流域及び公共下水道等の維持管理をはじめ、下水道に
関する調査・研究、下水道知識の普及・啓発を行うことに
より、県民の健康的で快適な居住環境の向上及び公共
用水域の水質の保全に寄与し、もって公衆衛生の向上
及び自然環境の保全・循環型社会の形成に資すること。

新潟浄化センター 950-0003 新潟県
新潟市東区下山３丁目６８０番
地

7,077,520 27,705,927 3,031,227 9.14

300015
公益財団法人新潟県下
水道公社

950-0003 新潟県
新潟市東区下山３丁目６８０番
地

理事長 岩澤
弘和

下水道処理施
設維持管理業

流域及び公共下水道等の維持管理をはじめ、下水道に
関する調査・研究、下水道知識の普及・啓発を行うことに
より、県民の健康的で快適な居住環境の向上及び公共
用水域の水質の保全に寄与し、もって公衆衛生の向上
及び自然環境の保全・循環型社会の形成に資すること。

長岡浄化センター 940-2471 新潟県 長岡市上柳町２５７番地３ 4,498,150 27,705,927 3,031,227 9.14

300015
公益財団法人新潟県下
水道公社

950-0003 新潟県
新潟市東区下山３丁目６８０番
地

理事長 岩澤
弘和

下水道処理施
設維持管理業

流域及び公共下水道等の維持管理をはじめ、下水道に
関する調査・研究、下水道知識の普及・啓発を行うことに
より、県民の健康的で快適な居住環境の向上及び公共
用水域の水質の保全に寄与し、もって公衆衛生の向上
及び自然環境の保全・循環型社会の形成に資すること。

新津浄化センター 956-0817 新潟県
新潟市秋葉区古田ノ内大野開２
番地

2,786,810 27,705,927 3,031,227 9.14

300015
公益財団法人新潟県下
水道公社

950-0003 新潟県
新潟市東区下山３丁目６８０番
地

理事長 岩澤
弘和

下水道処理施
設維持管理業

流域及び公共下水道等の維持管理をはじめ、下水道に
関する調査・研究、下水道知識の普及・啓発を行うことに
より、県民の健康的で快適な居住環境の向上及び公共
用水域の水質の保全に寄与し、もって公衆衛生の向上
及び自然環境の保全・循環型社会の形成に資すること。

新井郷川浄化センター 950-3114 新潟県
新潟市北区名目所１丁目１６７
番地

2,747,630 27,705,927 3,031,227 9.14

300015
公益財団法人新潟県下
水道公社

950-0003 新潟県
新潟市東区下山３丁目６８０番
地

理事長 岩澤
弘和

下水道処理施
設維持管理業

流域及び公共下水道等の維持管理をはじめ、下水道に
関する調査・研究、下水道知識の普及・啓発を行うことに
より、県民の健康的で快適な居住環境の向上及び公共
用水域の水質の保全に寄与し、もって公衆衛生の向上
及び自然環境の保全・循環型社会の形成に資すること。

中越流泥処理センター 940-2464 新潟県 長岡市新開町４７５６ 1,319,957 27,705,927 3,031,227 9.14

300016
豊海東都水産冷蔵株式
会社

104-0055 東京都 中央区豊海町１３番５号
代表取締役社
長 大谷元太

冷蔵倉庫業
寄託者の受寄物を入庫当時の荷姿のまま冷蔵保管し預
かり、寄託者の指示に基づき受寄物の出庫を行う。また
冷蔵庫の一部は冷蔵室の容積建保管も行う。

豊海事業所 104-0055 東京都
中央区豊海町１３番５号、１１番
９号、１１番２号

2,592,128 2,592,128 371,659 6.97
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300017 日本下水道事業団 113-0034 東京都
文京区湯島２－３１－２７湯島台
ビル

理事長 辻原
俊博

下水道処理施
設維持管理業

磐田市公共下水道の終末処理場である磐南浄化セン
ターを運転し、汚水を浄化して河川へ放流すると共に、
発生する汚泥を減容化し場外へ搬出する事業。

磐南浄化センター 438-0215 静岡県 磐田市小中瀬９５６番地１ 7,267,359 7,267,359 808,479 8.98

300018 有限会社ウェッジ 104-0061 東京都
中央区銀座１丁目１５番７号ＭＡ
Ｃ銀座ビル３階

代表取締役
渡辺義夫

綿・スフ織物
業

仕入れた原糸のサイジング加工等を経て、エアジェット
織機にて２４時間稼働体制により布粘着テープ用基布等
を主体とした産業用繊維資材を製造しており、卸売業者
を通じて国内メーカーに出荷している。

宅野島工場 445-0042 愛知県 西尾市宅野島町田貝１４ 2,141,786 2,141,786 330,228 6.48

300019 浜北工業株式会社 434-0016 静岡県 浜松市浜北区根堅１０６６
代表取締役
望月哲

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

高周波溶解炉(電気炉)を用いて溶解した鉄スクラップを
砂型枠に注ぎ、冷却・整形をすることで、各種鋳物製品
の製造を行う。製造物は、二輪・四輪メーカーや、建設機
械・農機具メーカーなど様々な事業者に出荷している。

本社工場 434-0016 静岡県 浜松市浜北区根堅１０６６ 8,574,684 8,574,684 1,268,441 6.76

300020 株式会社ノダ 111-8533 東京都 台東区浅草橋５－１３－６
代表取締役社
長 野田章三

繊維板製造業

木材チップを蒸煮・解繊したものに接着剤となる合成樹
脂を加え板状に熱圧成型することにより繊維板を製造す
る。製造した製品は、国内のハウスメーカー、建設資材
販売業者等の事業者に出荷している。

清水事業所 424-8720 静岡県 静岡市清水区駒越北町１３－１ 35,149,416 35,149,416 5,511,201 6.37

300021 川崎オキシトン株式会社 108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

取締役社長
石田吉宏

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造を行う。製造物は
国内の様々な事業者に出荷している。

川崎工場 210-0861 神奈川県 川崎市川崎区小島町３－９ 97,154,106 97,154,106 1,167,802 83.19

300022
上越日曹ケミカル株式
会社

949-2392 新潟県 上越市中郷区藤沢９５０番地
代表取締役社
長 金子彰

無機化学工業
製品製造業

塩化カリを主原料とし電気分解により製造されるカセイカ
リ、塩素、水素並びにそれらの誘導品の製造販売。これ
らの製品は、医農薬、合成洗剤、金属表面処理剤、有機
合成品の触媒など幅広い産業に供給。

上越日曹ケミカル株式会社 949-2392 新潟県 上越市中郷区藤沢９５０番地 43,157,507 43,157,507 5,214,500 8.27

300023
株式会社 浜松エア・サ
プライ

435-0046 静岡県 浜松市東区丸塚町２９８－１
代表取締役社
長 蓮本壽治

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を原料とし深冷分離法により、液化酸素・液化窒
素・液化アルゴンを製造する。製造物は、国内の製造
業・医療関係など、様々な産業の事業者に出荷してい
る。

本社・工場 435-0046 静岡県 浜松市東区丸塚町２９８－１ 53,625,754 53,625,754 791,441 67.75

300024
北九州オキシトン株式会
社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

取締役社長
石田吉宏

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造を行う。製造物は
国内の様々な事業者に出荷している。

北九州工場 808-0109 福岡県
北九州市若松区南二島３丁目３
番１０号

78,001,200 78,001,200 623,404 125.12

300025 しなの鉄道株式会社 386-0018 長野県 上田市常田１‐３‐３９
代表取締役社
長 玉木淳

普通鉄道業
軽井沢から篠ノ井間及び長野から妙高高原間の軌道上
を電車にて旅客を輸送しています。

しなの鉄道 386-0018 長野県 上田市常田１‐３‐３９ 25,809,070 25,809,070 4,499,684 5.73

300026
株式会社広島メタル＆マ
シナリー

160-0022 東京都
新宿区新宿１丁目８番１号 大
橋御苑ビル２階

代表取締役
川口敬一郎

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、これを用いてブ
ルーム等の各種製鋼製品の製造を主に行う。 主に国内
外の圧延、鍛造メーカー等に出荷している。

広島メタル＆マシナリー 737-0144 広島県 呉市広白岳１丁目２番４３号 116,809,686 116,809,686 12,270,580 9.51

300027 品川熱供給株式会社 108-6105 東京都
港区港南２－１５－２ 品川イン
ターシティＢ棟５階

代表取締役社
長 田中彰

熱供給業
・熱供給事業法に基づく熱供給業 ・JR品川駅東側（港南
口）の品川東口南地域に存する熱需要家2件に24時間
熱（冷水・温水・蒸気）供給を行っている。

品川熱供給株式会社エネ
ルギーセンター（品川東口
南地域）

108-6105 東京都
港区港南２－１５－３ 品川イン
ターシティＢ棟５階

7,089,482 7,089,482 1,121,258 6.32

300028 昭和電気鋳鋼株式会社 370-1201 群馬県 高崎市倉賀野町３２５０
代表取締役
手塚加津子

鋳鋼製造業

電機アーク炉・誘導炉を用いて溶解した鉄スクラップ・合
金鉄を砂型枠に注ぎ、冷却・整形・熱処理することで、建
設、産業、鉄道車両等の鋳鋼素材を製造し、出荷をして
いる。 第3表申請事業以外の事業とは、他者に生産委
託し、それを購入転売するものです。

昭和電気鋳鋼株式会社 370-1201 群馬県 高崎市倉賀野町３２５０ 13,818,984 13,818,984 2,109,109 6.55

300029
株式会社アグリカル
チャーセンター

368-0101 埼玉県
秩父郡小鹿野町下小鹿野６０１
－１

代表取締役
石川貞夫

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

きのこ培地作製から始まり、栽培、収穫、包装、販売を
行っています。製品は国内、主に関東のスーパー、市
場、卸に出荷しています。

小鹿野工場 368-0101 埼玉県
秩父郡小鹿野町下小鹿野６０１
－１

2,753,604 2,753,604 476,182 5.78

300030 上毛金属工業株式会社 370-2451 群馬県 富岡市宇田二五○番地五
代表取締役
樋口彰彦

金属熱処理業
主に自動車向けの部品や精密機械用の部品の焼入焼
戻や焼きなましをを行っている

上毛金属工業株式会社 370-2451 群馬県 富岡市宇田二五○番地五 4,032,552 4,032,552 404,383 9.97

300031 白岡冶金株式会社 349-0203 埼玉県 白岡市下大崎８６９－１
代表取締役
鈴木一介

金属熱処理業
金属加工品を電気炉を用いて加熱・冷却し、焼入れ及び
焼戻し加工を行う。 焼入れ加工品は自動車メーカー・機
械メーカー等へ出荷している。

本社工場 349-0203 埼玉県 白岡市下大崎８６９－１ 2,553,420 2,553,420 365,834 6.97

300032 川崎冷蔵株式会社 216-0012 神奈川県 川崎市宮前区水沢１－１－１
代表取締役
川鍋雅裕

冷蔵倉庫業
川崎市中央卸売市場北部市場内にあり食品の冷凍冷
蔵保管業務及び製氷製造販売をしております。

川崎冷蔵１・２号棟 216-0012 神奈川県 川崎市宮前区水沢１－１－１ 3,069,079 5,049,328 392,439 12.86

300032 川崎冷蔵株式会社 216-0012 神奈川県 川崎市宮前区水沢１－１－１
代表取締役
川鍋雅裕

冷蔵倉庫業
川崎市中央卸売市場北部市場内にあり食品の冷凍冷
蔵保管業務及び製氷製造販売をしております。

川崎冷蔵３号棟 216-0012 神奈川県 川崎市宮前区水沢１－１－１ 1,980,249 5,049,328 392,439 12.86

300033 青山特殊鋼株式会社 104-8262 東京都
中央区新川２－９－１１ ＰＭＯ
八丁堀新川

代表取締役
青山信一

金属熱処理業

顧客より受け入れた金属製品を電気炉を用いて加熱・冷
却することで、金属材料の内部組織・性質を人工的に調
整し、各熱処理製品の製造を行う。製造物は国内の自
動車部品メーカー等、様々な事業者へ出荷している。

静岡支店熱処理工場 416-0945 静岡県 富士市宮島１４７０ 5,564,746 5,564,746 449,528 12.37

300034
カイシンエレクトロニクス
株式会社

381-0008 長野県
長野市大字下駒沢字五反田７９
３‐１

代表取締役
堀豊

電子回路基板
製造業

機械設備を使用してプリント基板を重ね基準となる穴明
の加工を行う。

松川工場 382-0071 長野県
須坂市小河原字松川３９５４－３
３

1,160,584 1,160,584 155,584 7.45

300035 丸は羽野水産株式会社 410-0844 静岡県 沼津市春日町７５－２
代表取締役社
長 羽野治雄

冷蔵倉庫業

お客様からお預かりした生鮮魚介類および水産加工製
品などを 良の温度帯で冷蔵保管しています。またお客
様の指定された日時に商品の出庫や配送仕分けなども
行っております。

外港冷蔵庫 410-0867 静岡県
沼津市本字千本１９０５－３９の
内

1,355,904 6,298,224 540,137 11.66
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300035 丸は羽野水産株式会社 410-0844 静岡県 沼津市春日町７５－２
代表取締役社
長 羽野治雄

冷蔵倉庫業

お客様からお預かりした生鮮魚介類および水産加工製
品などを 良の温度帯で冷蔵保管しています。またお客
様の指定された日時に商品の出庫や配送仕分けなども
行っております。

箱崎冷蔵庫 812-0051 福岡県
福岡市東区箱崎ふ頭５丁目１－
７

1,250,087 6,298,224 540,137 11.66

300035 丸は羽野水産株式会社 410-0844 静岡県 沼津市春日町７５－２
代表取締役社
長 羽野治雄

冷蔵倉庫業

お客様からお預かりした生鮮魚介類および水産加工製
品などを 良の温度帯で冷蔵保管しています。またお客
様の指定された日時に商品の出庫や配送仕分けなども
行っております。

香椎冷蔵庫 813-0018 福岡県
福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目３
－１

3,680,364 6,298,224 540,137 11.66

300036
日本蓄電器工業株式会
社

197-0013 東京都 福生市武蔵野台１－２３－１
代表取締役社
長 名取敏雄

他に分類され
ない金属製品
製造業

高純度アルミニウム箔をエッチング等により表面加工し
た製品を国内外の電子部品（コンデンサ）メーカー等に
出荷している。

千葉工場 290-0154 千葉県 市原市下野字長者原５６７ 9,367,818 9,367,818 1,625,516 5.76

300037
新潟クオリティサプライ
株式会社

959-1371 新潟県 加茂市穀町９－３５
代表取締役
桑原秀幸

電子回路基板
製造業

プリント配線板の製造業 各工程のラインで加工設備
（エッチング、現像、乾燥設備等）を用いてプリント配線板
を製造しています。 製造物は、国内同業者等へ出荷し
ています。

新潟クオリティサプライ株式
会社

959-1513 新潟県
南蒲原郡田上町川船河１６９３
番地

9,186,533 9,186,533 705,502 13.02

300038 株式会社水島オキシトン 108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

取締役社長
石田吉宏

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造を行う。製造物は
国内の様々な事業者に出荷している。

水島工場 711-0934 岡山県
倉敷市児島塩生字新浜２７６７
－１７

97,970,627 97,970,627 1,365,327 71.75

300039 富士熱錬工業株式会社 416-0909 静岡県 富士市松岡２６６番地の１０
代表取締役
加藤親洋

金属熱処理業

電気炉や高周波焼入装置により取引先からお預かりし
た金属部品を、高温に熱し、急冷却することで焼入れ加
工を施し、自動車メーカー関係会社、一般工作機械関係
会社等に納品している。

本社 416-0909 静岡県 富士市松岡２６６番地の１０ 3,662,466 3,662,466 425,998 8.59

300040
東京水産ターミナル 株
式会社

143-0001 東京都 大田区東海五丁目３番５号
代表取締役社
長 今村宏

冷蔵倉庫業
保管温度帯が摂氏-20℃～-25℃の水産物･畜産物･農
産物の冷凍食料品を保管する冷蔵倉庫設備および冷凍
機械設備の提供と､その管理運営

東京水産ターミナル(株) 143-0001 東京都 大田区東海五丁目三番五号 26,658,780 26,658,780 2,844,586 9.37

300041 エム・セテック株式会社 105-0014 東京都
港区芝３－２４－２１ 三和ビル
５階

代表取締役社
長 李正吉

その他の電気
機械器具製造
業

太陽光発電用単結晶インゴット製造販売 ポリシリコンを
主原料とし、太陽光発電用単結晶インゴットの製造を行
う。製造物は太陽光発電メーカー等に出荷している。

エム・セテック株式会社高
知工場

785-0042 高知県 須崎市妙見町３７８番地 127,514,640 130,836,131 13,033,600 10.03

300041 エム・セテック株式会社 105-0014 東京都
港区芝３－２４－２１ 三和ビル
５階

代表取締役社
長 李正吉

その他の電気
機械器具製造
業

太陽光発電用単結晶インゴット製造販売 ポリシリコンを
主原料とし、太陽光発電用単結晶インゴットの製造を行
う。製造物は太陽光発電メーカー等に出荷している。

エム・セテック株式会社相
馬工場

976-0005 福島県 相馬市光陽二丁目２番２１号 3,321,491 130,836,131 13,033,600 10.03

300042
小楠熱処理工業株式会
社

431-0201 静岡県 浜松市西区篠原町１０８１２番地
代表取締役
小楠?由

金属熱処理業
自動車、オートバイ、船外機、農業用機械の精密部品を
電気炉、ガス炉、高周波焼き入れ装置を用いて熱処理
加工を行う。

小楠熱処理工業株式会社 431-0201 静岡県 浜松市西区篠原町１０８１２番地 2,725,493 2,725,493 339,531 8.02

300043 湘南倉庫運送株式会社 254-0821 神奈川県 平塚市黒部丘１－１９
代表取締役
成井孝男

冷蔵倉庫業
低温装置（－25℃）を施した倉庫に顧客からの物品の保
管を行う。保管物品は冷凍品（アイス等）で様々な出荷
先に出荷している。

厚木冷凍倉庫営業所 243-0024 神奈川県 厚木市長沼字堤附２４８ 2,217,514 2,217,514 94,985 23.34

300044
ＡＧＣテクノグラス株式会
社

421-0302 静岡県
榛原郡吉田町川尻３５８３番地
の５

代表取締役社
長 岩倉清悟

その他のガラ
ス・同製品製
造業

主にガラス溶解炉を用い照明用や工業用に使用される
ガラス部材の製造を行っている。照明用の主なものは蛍
光灯用ガラスチューブで、製品は蛍光管ランプメーカー
に納入されている。工業用部材の主なものは耐熱性の
高い硼珪酸ガラスチューブで、その耐熱性を生かし主に
石油ストーブ用ホヤとしてストーブメーカーに納入されて
いる。

本社工場 421-0302 静岡県
榛原郡吉田町川尻３５８３番地
の５

23,165,534 23,165,534 1,356,015 17.08

300045 山松水産株式会社 425-0065 静岡県 焼津市惣右衛門１２５０番地
代表取締役
河合博

冷蔵倉庫業
洋上で急速冷凍された鮪等を超低温冷蔵庫で保管管理
しております。

本社冷蔵庫 425-0065 静岡県 焼津市惣右衛門１２５０番地 4,096,813 4,101,154 290,817 14.10

300046 鹿島飼料株式会社 314-0103 茨城県 神栖市東深芝４－２
代表取締役社
長 三ツ井忠
雄

配合飼料製造
業

主原料｢とうもろこし・マイロ等｣、副原料｢大豆粕・DDGS・
グルテンミール等｣及びビタミン・ミネラル等を粉砕・添加
しマッシュ、ペレット、クランブル等に加工を施し、畜産及
び水産飼料の配合飼料を製造し特約店へ出荷してい
る。

鹿島飼料株式会社 314-0103 茨城県 神栖市東深芝４－２ 5,970,702 5,970,702 879,523 6.78

300047 株式会社大場鋳造所 430-0833 静岡県 浜松市南区三新町４７４－６
代表取締役社
長 大場正博

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は、油圧機器、産業機械等の部品として、様々なメー
カーに出荷している。 また非申請事業については、型の
製作の全てを仕入れ先に依頼購入し販売しているもの
であり、自社での電気使用はない。

株式会社大場鋳造所 430-0833 静岡県 浜松市南区三新町４７４－６ 4,429,851 4,429,851 766,222 5.78

300048 村岡ゴム工業株式会社 272-0023 千葉県
市川市南八幡４－６－５ ラフィ
ネ市川１Ｆ

代表取締役
村岡実

再生ゴム製造
業

大型トラック・バスの用済みタイヤを原料に再生ゴムを製
造。製造物は大手タイヤメーカを中心に出荷。

村岡ゴム工業株式会社干
潟工場

289-0506 千葉県 旭市さくら台１－２８ 10,998,664 10,998,664 1,415,302 7.77

300049
日本メサライト工業株式
会社

273-0017 千葉県 船橋市西浦３丁目９番２号
代表取締役社
長 亀井義明

人工骨材製造
業

天然鉱物の頁岩と下水汚泥・焼却灰等の産業廃棄物を
混合・焼成して人工軽量骨材を製造販売している。 （産
業廃棄物の集荷は人工軽量骨材に付随したリサイクル
原料としてのみ行っている） 生産品は主に生コンクリート
を通じて各種建造物に使用されている。

日本メサライト工業株式会
社

273-0017 千葉県 船橋市西浦３丁目９番２号 16,476,588 16,476,588 2,446,035 6.73

300050
株式会社 シグマ製作
所

334-0061 埼玉県 川口市新堀１４０－２
代表取締役
大庭將史

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで、各種鋳物製品製造を行う。製造物
は、国内事業所に出荷している。

㈱シグマ製作所 花泉工場 029-3207 岩手県
一関市花泉町油島９７－１５６上
油田第二工場団地

6,145,866 6,145,866 982,740 6.25

300051
千代田鋼鉄工業株式会
社

120-0005 東京都 足立区綾瀬６－１０－６
取締役社長
坂田基歩

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを精錬、造塊、圧
延することで鉄筋コンクリート用棒鋼の製造を行う。

綾瀬工場 120-0005 東京都 足立区綾瀬６－１０－６ 180,743,822 180,743,822 18,968,114 9.52
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300052
株式会社ヤマトインテッ
ク

399-0702 長野県 塩尻市広丘野村１０４８
代表取締役社
長 遠藤裕司

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注湯し、
冷却・整形する事で各種鋳物製品の製造を行う。同製品
は国内のさまざまな事業者に出荷している。

ヤマトインテック 399-0702 長野県 塩尻市広丘野村１０４８ 28,756,322 28,756,322 5,030,609 5.71

300053 長野液酸工業株式会社 390-0822 長野県 松本市神田一丁目１４番１号
代表取締役社
長 野口行敏

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を原料とする、気液分離機を用いて、液体空気を製
造し、これを精留分離（沸点差を利用）し、液化酸素、液
化窒素、液化アルゴン、ガス窒素を製造する。製造され
た製品は専用ローリー、パイピングにより、半導体・自動
車部品メーカー及び病院等様々な事業者に出荷してい
る。

本社工場 390-0822 長野県 松本市神田一丁目１４番１号 38,532,620 38,532,620 748,373 51.48

300054
アークヒルズ熱供給株式
会社

107-6090 東京都 港区赤坂１－１２－３２
代表取締役社
長 鈴木武巳

熱供給業 赤坂アークヒルズ周辺に、24時間熱供給を行う。 メインプラント 107-6090 東京都 港区赤坂１－１２－３２ 8,042,235 9,551,123 1,402,327 6.81

300055
品川エネルギーサービ
ス株式会社

108-0075 東京都 港区港南２丁目１６番９号
代表取締役
横山圭樹

熱供給業
当事業所（熱供給プラント）にて冷暖房用の冷水、蒸気を
製造して近隣の建物へ供給している。

品川駅東口地区地域冷暖
房プラント

108-0075 東京都 港区港南２丁目１６番９号 14,441,277 14,441,277 1,623,640 8.89

300056 ヒノデメタル株式会社 350-1155 埼玉県
川越市大字下赤坂字大野原６０
６

代表取締役
小林貞之

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、国内の自動車や建設機械メーカー等に出荷して
いる。

ヒノデメタル株式会社 350-1155 埼玉県
川越市大字下赤坂字大野原６０
６番地

8,077,500 8,077,500 1,218,255 6.63

300058 東海カーボン株式会社 107-8636 東京都 港区北青山一丁目２番３号
代表取締役社
長 長坂一

炭素質電極製
造業

コークス、ピッチを原料に成形体を作り、窯炉で焼成、電
気炉で黒鉛化することで、黒鉛製品を製造する。 製品
は黒鉛電極。製品は電気製鋼炉メーカー等に出荷して
いる。

防府工場 747-0833 山口県 防府市浜方５６９番地 148,219,018 237,912,983 16,475,415 14.44

300058 東海カーボン株式会社 107-8636 東京都 港区北青山一丁目２番３号
代表取締役社
長 長坂一

炭素質電極製
造業

コークス、ピッチを原料に成形体を作り、窯炉で焼成、電
気炉で黒鉛化することで、黒鉛製品を製造する。 製品
は黒鉛電極。製品は電気製鋼炉メーカー等に出荷して
いる。

滋賀工場 523-0013 滋賀県 近江八幡市長光寺町７０５番地 89,693,965 237,912,983 16,475,415 14.44

300059 東海カーボン株式会社 107-8636 東京都 港区北青山一丁目２番３号
代表取締役社
長 長坂一

その他の炭
素・黒鉛製品
製造業

コークス、ピッチを原料に成形体を作り、窯炉で焼成後、
電気炉で黒鉛化することで黒鉛製品を製造する。製品は
特殊炭素製品、電気用ブラシ、不浸透性黒鉛。 製品は
半導体関連メーカー、電機メーカー等、様々な事業者に
出荷している。

田ノ浦工場 869-5303 熊本県
葦北郡芦北町小田浦９５９番地
の１

74,386,932 74,386,932 6,314,489 11.78

300060
葛西・羽生領島中領土
地改良区連合

340-0144 埼玉県 幸手市戸島２－１５５
理事長 山田
達雄

穀作サービス
業

揚水機場を稼働させ、農業を行うために必要な水を河川
から取水し、用水路を経て田へ配水する。

二郷半領揚水機場 343-0106 埼玉県 北葛飾郡松伏町大川戸１６ 1,725,776 2,006,420 144,010 13.93

300061 ＡＧＣ株式会社 100-8405 東京都 千代田区丸の内１－５－１
代表取締役
島村琢哉

ガラス製加工
素材製造業

原料等をガラス熔解窯で熔解し、板状に成形して、液晶
用ガラス基板、ディスプレイ用特殊ガラス及びソーラー用
ガラス等の電気電子機器用基盤ガラスの製造を行って
いる。

関西工場尼崎事業所 660-0857 兵庫県 尼崎市西向島町２ 76,722,070 308,776,356 40,400,770 7.64

300061 ＡＧＣ株式会社 100-8405 東京都 千代田区丸の内１－５－１
代表取締役
島村琢哉

ガラス製加工
素材製造業

原料等をガラス熔解窯で熔解し、板状に成形して、液晶
用ガラス基板、ディスプレイ用特殊ガラス及びソーラー用
ガラス等の電気電子機器用基盤ガラスの製造を行って
いる。

関西工場高砂事業所 676-8655 兵庫県 高砂市梅井５－６－１ 232,054,286 308,776,356 40,400,770 7.64

300062 冨士印刷株式会社 101-0051 東京都 千代田区神田神保町１－３８
代表取締役
秋元裕

オフセット印刷
業（紙に対す
るもの）

オフセット印刷機を用いて、出版物・カタログ等の印刷加
工を行う。主な顧客は大手印刷会社である。事業の特徴
は複数台の印刷機による生産力と、後工程まで一貫生
で産する独自の印刷システムである。

埼玉事業部 349-1158 埼玉県 加須市新利根２－８－１ 11,839,626 11,839,626 1,734,924 6.82

300063 株式会社カムス 373-0014 群馬県 太田市植木野町３２８
代表取締役
小金澤秀男

金属熱処理業

電気式熱処理炉を用いて、特殊鋼の焼入、焼戻、窒化
処理等を実施し、おもに冷間・熱間・プラスチック金型、
ロール、切削工具メーカー等、様々な事業者に出荷して
いる。

北関東テクノセンター 373-0014 群馬県 太田市植木野町３２８ 3,486,750 8,078,989 749,435 10.78

300063 株式会社カムス 373-0014 群馬県 太田市植木野町３２８
代表取締役
小金澤秀男

金属熱処理業

電気式熱処理炉を用いて、特殊鋼の焼入、焼戻、窒化
処理等を実施し、おもに冷間・熱間・プラスチック金型、
ロール、切削工具メーカー等、様々な事業者に出荷して
いる。

南関東テクノセンター 243-0033 神奈川県 厚木市温水２０８ 1,490,397 8,078,989 749,435 10.78

300063 株式会社カムス 373-0014 群馬県 太田市植木野町３２８
代表取締役
小金澤秀男

金属熱処理業

電気式熱処理炉を用いて、特殊鋼の焼入、焼戻、窒化
処理等を実施し、おもに冷間・熱間・プラスチック金型、
ロール、切削工具メーカー等、様々な事業者に出荷して
いる。

中部テクノセンター 489-0071 愛知県 瀬戸市暁町９ 2,748,954 8,078,989 749,435 10.78

300064 信英蓄電器箔株式会社 399-4511 長野県 上伊那郡南箕輪村３９３０
代表取締役社
長 北原資章

その他の民生
用電気機械器
具製造業

アルミ電解コンデンサの電極箔の製造を行っている。電
極箔の製造は、蓄積できる電気量を増やす為の電解に
よる表面拡大処理（エッチング工程）と必要量の電気を
溜める為の陽極酸化皮膜生成処理（化成工程）がある。
又、アルミ電極箔を製造する工程では、塩酸、硝酸、硫
酸といった化学薬品が消費され、これらの廃液は、独自
の研究開発により完成した８系列のリサイクル・プラント
で、回収処理をし、再利用しており、薬品の再処理工程
で二次的に生まれるアルミニウム液は、上下水道や工
業用水の浄水凝集剤原料として、製紙工場等へ出荷さ
れている。

信英蓄電器箔株式会社 399-4511 長野県 上伊那郡南箕輪村３９３０ 161,096,522 161,096,522 11,939,102 13.49

300065 株式会社渡辺製作所 950-1455 新潟県 新潟市南区新飯田７１０番地
代表取締役
渡邊将志

金属熱処理業

熱処理炉（電気炉・ガス炉）を用いて金属部品・材料を加
熱・冷却することで、各種金属熱処理加工を行う。金属
熱処理の対象部品としては、一般機械・電気機械・輸送
機械・精密機械・金属製品と多岐にわたる。

本社工場 950-1455 新潟県 新潟市南区新飯田３０００番地 11,493,970 13,883,830 2,173,064 6.38
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300065 株式会社渡辺製作所 950-1455 新潟県 新潟市南区新飯田７１０番地
代表取締役
渡邊将志

金属熱処理業

熱処理炉（電気炉・ガス炉）を用いて金属部品・材料を加
熱・冷却することで、各種金属熱処理加工を行う。金属
熱処理の対象部品としては、一般機械・電気機械・輸送
機械・精密機械・金属製品と多岐にわたる。

二本松工場 964-0803 福島県 二本松市八万舘１０－６ 2,389,860 13,883,830 2,173,064 6.38

300066 株式会社ニッコーフーズ 289-0115 千葉県 成田市地蔵原新田３１－１
代表取締役
萩尾稔

製氷業 コンビニエンスストア向け袋詰め氷の製造 株式会社ニッコーフーズ 289-0115 千葉県 成田市地蔵原新田３１－１ 2,155,179 2,155,179 249,296 8.64

300067 日本冶金工業株式会社 104-8365 東京都 中央区京橋１丁目５番８号
代表取締役社
長 木村始

製鋼・製鋼圧
延業

ニッケル鉱石を海外から輸入して、大江山製造所で精錬
を行い、フェロニッケルという半製品を製造し、これを川
崎製造所に輸送している。 川崎製造所ではこれを原料
の一部とし、ステンレススクラップと併せて電気炉を用い
て溶解した後、圧延して、ステンレス鋼板の製造を行う。
製造物は国内外の化学メーカー、電気品メーカー等、さ
まざまな事業者に出荷している。

川崎製造所 210-8558 神奈川県 川崎市川崎区小島町４番２号 307,572,302 358,210,918 63,267,593 5.66

300067 日本冶金工業株式会社 104-8365 東京都 中央区京橋１丁目５番８号
代表取締役社
長 木村始

製鋼・製鋼圧
延業

ニッケル鉱石を海外から輸入して、大江山製造所で精錬
を行い、フェロニッケルという半製品を製造し、これを川
崎製造所に輸送している。 川崎製造所ではこれを原料
の一部とし、ステンレススクラップと併せて電気炉を用い
て溶解した後、圧延して、ステンレス鋼板の製造を行う。
製造物は国内外の化学メーカー、電気品メーカー等、さ
まざまな事業者に出荷している。

大江山製造所 629-2251 京都府 宮津市須津４１３番地 50,638,616 358,210,918 63,267,593 5.66

300068 王子製鉄株式会社 103-0027 東京都
中央区日本橋三丁目２番５号
（毎日 日本橋ビル８Ｆ）

代表取締役社
長 田邉孝治

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉による鉄スクラップを主原料として鋼を製造する、
電気炉メーカーと呼ばれる鉄鋼メーカーである。条鋼の
一種で長方形の断面をもつ平鋼や、正方形の断面をも
つ角鋼を製造する。群馬県太田市にある群馬工場が拠
点。本社は東京都中央区にある。

群馬工場 370-0313 群馬県 太田市新田反町町１２０番地 218,530,080 218,530,080 31,558,306 6.92

300069 深澤冷蔵株式会社 425-0052 静岡県 焼津市田尻１８６５－１１
代表取締役
後藤達光

冷蔵倉庫業
寄託者から冷凍魚等の寄託物を弊社本社冷蔵庫に保管
する。

本社冷蔵庫 425-0052 静岡県 焼津市田尻１８６５－１１ 5,388,409 5,388,409 698,138 7.71

300070 鈴与シンワート株式会社 108-0014 東京都
港区芝４－１－２３ 三田ＮＮビ
ル２２階

代表取締役社
長 池田裕一

その他の固定
電気通信業

特別高圧の電源設備、非常用発電設備、空調設備、強
固なセキュリティシステムを有する当社のデータセンター
（Ｓ－Ｐｏｒｔ東京第一センター）にて、クラウドサービス（Ｉａ
ａＳ、ＳａａＳ）および、お客様のサーバを預かり、その運
用サービスやインターネット接続サービスを行っている。
また、各サービスは国内のＩＴ企業等、さまざまな事業者
に提供している。

S-Port東京第一センター 143-0001 東京都 大田区東海４－９－３ 28,824,995 28,824,995 1,769,017 16.29

300071
株式会社日清特殊鋳造
所

437-1612 静岡県 御前崎市池新田４１９６
代表取締役社
長 駒村裕史

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・製造することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は、国内外の産業機械メーカー等、様々な事業者に
出荷している。

株式会社日清特殊鋳造所 437-1612 静岡県 御前崎市池新田４１９６ 3,594,221 3,594,221 611,863 5.87

300072 ＪＦＥライフ株式会社 111-0051 東京都
台東区蔵前２－１７－４ＪＦＥ蔵
前ビル７階

代表取締役社
長 守安進

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

水耕栽培で野菜を栽培 土浦グリーンハウス 300-0028 茨城県 土浦市おおつ野４－４－１ 4,603,736 6,620,896 960,877 6.89

300072 ＪＦＥライフ株式会社 111-0051 東京都
台東区蔵前２－１７－４ＪＦＥ蔵
前ビル７階

代表取締役社
長 守安進

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

水耕栽培で野菜を栽培 三田グリーンハウス 669-1357 兵庫県 三田市東本庄２７３６ 2,017,160 6,620,896 960,877 6.89

300073 秩父鉱業株式会社 160-0022 東京都
新宿区新宿３－１－２４ 京王新
宿三丁目ビル９階

代表取締役
東道真

けい石鉱業 けい石の採掘、加工及び販売 御堂鉱業所 355-0375 埼玉県 秩父郡東秩父村御堂９４８－１ 9,547,488 9,547,488 1,366,598 6.98

300074 厚生水産株式会社 273-0012 千葉県 船橋市浜町３－１－４
代表取締役
杉井和夫

冷蔵倉庫業 超低温の冷凍、冷蔵の温度帯を有する営業倉庫 船橋市場冷蔵 273-0001 千葉県 船橋市市場１－８－１ 1,995,801 3,279,637 383,303 8.55

300075
株式会社東武エネル
ギーマネジメント

131-0045 東京都 墨田区押上一丁目１番２号
代表取締役社
長 手塚繁己

熱供給業

東京スカイツリー地域（押上、業平橋地域冷暖房区域）
のお客様建物にメインプラント及びサブプラントから敷設
した導管を通して冷房、暖房に使用するための冷水・温
水を供給する事業

東京スカイツリー地域 131-0045 東京都 墨田区押上一丁目１番２号 8,720,500 8,720,500 859,249 10.14

300076 株式会社 焼津冷凍 426-0004 静岡県 藤枝市上当間８５４番地
代表取締役社
長 松村勲

冷蔵倉庫業
冷凍製品を冷凍機を用いた冷凍倉庫で保管管理し入出
庫業務を行う。

㈱焼津冷凍 第１工場 426-0004 静岡県 藤枝市上当間８５４番地 5,074,431 6,792,691 847,159 8.01

300076 株式会社 焼津冷凍 426-0004 静岡県 藤枝市上当間８５４番地
代表取締役社
長 松村勲

冷蔵倉庫業
冷凍製品を冷凍機を用いた冷凍倉庫で保管管理し入出
庫業務を行う。

㈱焼津冷凍 第２工場 426-0004 静岡県 藤枝市上当間８５４番地 1,718,260 6,792,691 847,159 8.01

300077 株式会社ＮＵＣ 108-0075 東京都
港区１丁目８番１５号 Ｗビル１
８Ｆ

代表取締役社
長 佐藤啓喜

石油化学系基
礎製品製造業
（一貫して生
産される誘導
品を含む）

ポリエチレン製品の製造、販売 川崎工業所 210-0862 神奈川県 川崎市川崎区浮島町８番１号 172,347,120 172,347,120 22,450,706 7.67

300078 有限会社南信熱錬工業 399-4601 長野県 上伊那郡箕輪町中箕輪８６８８
代表取締役
向山淳

金属熱処理業

浸炭焼入焼戻し、真空浸炭、時効硬化処理、鉄の焼入
焼戻、ｵｰｽﾃﾝﾊﾟｰ処理、黒染め、焼き鈍し、アルミニュウ
ム合金熱処理、金型の焼入焼戻、ステンレス部品の熱
処理、プラズマ窒化

有限会社南信熱錬工業 399-4601 長野県 上伊那郡箕輪町中箕輪８６８８ 5,242,924 5,242,924 741,978 7.06

300079
デナールシラン株式会
社

103-0022 東京都
中央区日本橋室町二丁目１番１
号

代表取締役社
長 山本学

圧縮ガス・液
化ガス製造業

電気炉を用いて原料である四塩化ケイ素と水素からトリ
クロルシランを製造する。トリクロルシランの不均化反応
により製品であるモノシラン、ジクロルシラン、HCDSを生
産する。

デンカ株式会社青海工場
内デナールシラン株式会社

103-0222 新潟県 糸魚川市大字田海１１１０番地 15,683,379 15,683,379 1,852,295 8.46
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300080 清水鋼鐵株式会社 279-0024 千葉県 浦安市港５４
代表取締役社
長 清水孝

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを連続鋳造機で鋳
造し、鋼塊を製造。この鋼塊を用いて、次工程の圧延機
で鉄筋棒鋼を生産している。（一部は半製品の鋼塊とし
て、国内外の圧延メーカーへ商社経由で販売している。）
鉄筋棒鋼は商社に販売し、北海道の建設業者に使用さ
れている。

苫小牧製鋼所 059-1372 北海道 苫小牧市字勇払１４５－１３ 107,495,521 107,495,521 9,716,671 11.06

300081 東京鋼鐵株式会社 323-0029 栃木県 小山市城北四丁目３８番地１
代表取締役
社長 宮本貴
弘

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを原料として、電気炉で鉄鋼を生産する鋼
材メーカーで、形鋼を主力製品としている。

小山工場 323-0029 栃木県 小山市城北四丁目３８番地１ 146,327,220 146,327,220 15,900,685 9.20

300082 北日本酸素株式会社 142-8558 東京都 品川区小山１－３－２６
代表取締役社
長 小山健司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気分離装置による液化酸素・液化窒素・液化アルゴン
の製造

北日本酸素株式会社岩手
工場

024-0326 岩手県 北上市和賀町仙人８－１－１０ 20,674,000 20,674,000 653,806 31.62

300083 極洋水産株式会社 421-0213 静岡県 焼津市飯淵１４４１－１
代表取締役社
長 青木宏行

冷蔵倉庫業
冷凍処理されている鮪、鰹の原魚又はそれらから出来
た商品を保管している超低温の冷凍庫である。冷蔵保
管温度はマイナス５５度を維持管理している。

冷蔵庫事業所 421-0213 静岡県 焼津市飯淵１４４０－９ 2,949,497 2,949,497 289,036 10.20

300084
ケイエスピー熱供給株式
会社

213-0012 神奈川県
川崎市高津区坂戸３－２－１
ＫＳＰ西４０５

代表取締役社
長 吉田建志

熱供給業
かながわサイエンスパーク地域に一日２４時間、熱供給
を行う。

エネルギーセンター 213-0012 神奈川県 川崎市高津区坂戸３－２－１ 3,503,400 3,503,400 541,266 6.47

300085
鹿児島オキシトン株式会
社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

取締役社長
杉山光

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造を行う。製造物は
国内の様々な事業者に出荷している。

国分工場 899-4312 鹿児島県 霧島市国分山下町１７１８－３ 47,007,600 55,995,952 1,475,675 37.94

300085
鹿児島オキシトン株式会
社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

取締役社長
杉山光

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造を行う。製造物は
国内の様々な事業者に出荷している。

川内工場 895-0211 鹿児島県
薩摩川内市高城町字山元２０５
１番地

8,988,352 55,995,952 1,475,675 37.94

300086
日鉄住金テックスエンジ
株式会社

100-0005 東京都
千代田区丸の内２ー５ー２三菱
ビル

代表取締役社
長 藤野伸司

パーティクル
ボード製造業

建築解体材を細片化したチップと接着剤を熱間プレスで
成板した100％リサイクル商品を製造している。 製造品
は建築用（床、壁用）、家具用、化粧板用等、様々な事業
者に出荷している。

パーティクルボード事業部 808-0109 福岡県
北九州市若松区南二島５丁目７
－１

24,340,440 24,340,440 3,905,963 6.23

300087 栄電子工業株式会社 355-0018 埼玉県
東松山市松山町１丁目３番２６
号

代表取締役
大塲和彦

電子回路基板
製造業

銅スルーホールめっきを中心とするパネル銅めっき生産
を行う。

新潟事業所 957-0101 新潟県
北蒲原郡聖籠町東港７－４７６３
－１３

7,339,110 7,339,110 1,230,055 5.96

300088
公益財団法人山梨県下
水道公社

406-0046 山梨県
笛吹市石和町東油川字北畑４１
７

理事長 平井
敏男

下水道処理施
設維持管理業

山梨県が管理する流域下水道処理施設の維持管理を
行うものであり、当該施設の運転管理操作及び保守点
検、補修及び改良、下水量等の計量計測、水質及び汚
泥成分等の分析、下水及び汚泥の処理及び処分、山梨
県が行う維持管理業務の補助を実施する。

富士北麓浄化センター 403-0008 山梨県
富士吉田市下吉田東４丁目２６
－１

2,553,495 16,403,970 2,630,134 6.23

300088
公益財団法人山梨県下
水道公社

406-0046 山梨県
笛吹市石和町東油川字北畑４１
７

理事長 平井
敏男

下水道処理施
設維持管理業

山梨県が管理する流域下水道処理施設の維持管理を
行うものであり、当該施設の運転管理操作及び保守点
検、補修及び改良、下水量等の計量計測、水質及び汚
泥成分等の分析、下水及び汚泥の処理及び処分、山梨
県が行う維持管理業務の補助を実施する。

峡東浄化センター 406-0046 山梨県
笛吹市石和町東油川字北畑４１
７

3,737,303 16,403,970 2,630,134 6.23

300088
公益財団法人山梨県下
水道公社

406-0046 山梨県
笛吹市石和町東油川字北畑４１
７

理事長 平井
敏男

下水道処理施
設維持管理業

山梨県が管理する流域下水道処理施設の維持管理を
行うものであり、当該施設の運転管理操作及び保守点
検、補修及び改良、下水量等の計量計測、水質及び汚
泥成分等の分析、下水及び汚泥の処理及び処分、山梨
県が行う維持管理業務の補助を実施する。

釜無川浄化センター 400-0505 山梨県 南巨摩郡富士川町長澤１７９０ 4,917,013 16,403,970 2,630,134 6.23

300088
公益財団法人山梨県下
水道公社

406-0046 山梨県
笛吹市石和町東油川字北畑４１
７

理事長 平井
敏男

下水道処理施
設維持管理業

山梨県が管理する流域下水道処理施設の維持管理を
行うものであり、当該施設の運転管理操作及び保守点
検、補修及び改良、下水量等の計量計測、水質及び汚
泥成分等の分析、下水及び汚泥の処理及び処分、山梨
県が行う維持管理業務の補助を実施する。

桂川清流センター 409-0505 山梨県 大月市梁川町塩瀬８００ 1,657,810 16,403,970 2,630,134 6.23

300089 山王熱供給株式会社 100-6125 東京都 千代田区永田町２－１１－１
代表取締役社
長 津曲荒太

熱供給業
ターボ冷凍機、吸収式冷凍機、ボイラーを使用して冷暖
房用の冷水、蒸気を製造し、３棟のビルに販売してい
る。

本社 100-6125 東京都 千代田区永田町２－１１－１ 8,067,372 8,067,372 1,267,693 6.36

300090 株式会社クレハ 103-8552 東京都 中央区日本橋浜町３－３－２
代表取締役社
長 小林豊

ソーダ工業
塩水の電気分解で塩素と苛性ソーダ等を生産し、それら
を利用して工業薬品製品を製造し、製薬会社、化学会社
等へ出荷している。

いわき事業所 974-8686 福島県 いわき市錦町落合１６ 27,430,864 27,430,864 4,440,018 6.17

300092 カミタルク株式会社 151-0053 東京都
渋谷区代々木２丁目２３番１－９
３７

取締役社長
大井一裕

他に分類され
ない窯業・土
石製品製造業

原料となる原石を粉砕して国内の石油化学、製紙メー
カー等様々な事業者向けに出荷している。

石巻港工場 986-0846 宮城県 石巻市三河町７－１ 6,441,268 6,441,268 512,588 12.56

300093 新相模酸素株式会社 252-0212 神奈川県
相模原市中央区宮下２－１４－
３

代表取締役社
長 中島太司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷分離法の空気分離装置を用いて大気を酸素、窒
素、アルゴンに分離し、液化酸素、液化窒素、液化アル
ゴンの製造を行う

小山工場 323-0819 栃木県 小山市横倉新田４９８ 63,016,213 143,981,413 2,489,538 57.83

300093 新相模酸素株式会社 252-0212 神奈川県
相模原市中央区宮下２－１４－
３

代表取締役社
長 中島太司

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷分離法の空気分離装置を用いて大気を酸素、窒
素、アルゴンに分離し、液化酸素、液化窒素、液化アル
ゴンの製造を行う

相模原工場 252-0212 神奈川県
相模原市中央区宮下２－１４－
３

80,965,200 143,981,413 2,489,538 57.83

300094 三和製紙株式会社 419-0202 静岡県 富士市久沢１７０番地
代表取締役社
長 古谷明寛

機械すき和紙
製造業

古紙100％を原料として、地球釜にて蒸解、その後脱墨、
洗浄、抄造して業務用トイレットペーパーを製造していま
す。 国内の官公庁及びビル・ホテル等に出荷販売をして
います。

本社・第２工場 419-0202 静岡県 富士市久沢１７０番地 3,731,529 3,731,529 634,578 5.88

300095
株式会社ブロードバンド
タワー

100-0011 東京都
千代田区内幸町２ー１ー６ 日
比谷パークフロント９階

代表取締役
藤原洋

その他の固定
電気通信業

インターネットデータセンター運用 SJMDC 503-0006 岐阜県 大垣市加賀野３‐６０‐４ 28,393,092 57,018,817 5,189,026 10.98
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300096 北海製罐株式会社 370-0723 東京都 千代田区丸の内２－２－２
代表取締役社
長 久保田裕
一

プラスチック製
容器製造業

飲料及び食品用プラスチック容器の製造、販売 千代田工場 370-0723 群馬県 邑楽郡千代田町昭和５－１ 72,434,064 88,848,542 14,097,606 6.30

300097 デンカ株式会社 103-8338 東京都
中央区日本橋室町二丁目１番１
号

代表取締役社
長 山本学

その他の無機
化学工業製品
製造業

カーバイド、アルミナセメント、特殊混和材の製造 大牟田工場 836-8510 福岡県 大牟田市新開町１ 132,474,991 186,917,583 15,639,480 11.95

300098 デンカ株式会社 103-8338 東京都
中央区日本橋室町二丁目１番１
号

代表取締役社
長 山本学

セメント製造
業

普通セメント、高炉セメント等のセメント製品の製造 青海工場 949-0393 新潟県 糸魚川市大字青海２２０９番地 267,246,531 267,246,531 13,563,592 19.70

300099 株式会社東都冶金 222-0001 神奈川県
横浜市港北区樽町３丁目７番１
０５号

代表取締役
関雅浩

金属熱処理業 金属製品等の熱処理 綱島工場 222-0001 神奈川県
横浜市港北区樽町３丁目７番１
０５号

2,187,443 2,187,443 211,138 10.36

300100 杉山特殊製紙株式会社 410-0319 静岡県 沼津市井出４６６－４
代表取締役社
長 杉山敏正

パルプ製造業

新聞・雑誌等の古紙を溶解・脱墨した後、脱水・形成とい
う工程でパルプの製造を行う。製造物は、国内の製紙
メーカーや建材メーカー等、様々な事業所に出荷してい
る

杉山特殊製紙株式会社 410-0319 静岡県 沼津市井出４６６－４ 2,118,016 2,118,016 291,138 7.27

300101 平成飼料株式会社 314-0103 茨城県 神栖市東深芝４番地７
代表取締役社
長 石井英朗

配合飼料製造
業

配合飼料の委託製造販売 平成飼料株式会社 314-0103 茨城県 神栖市東深芝４番地７ 3,619,015 3,619,015 514,552 7.03

300102
川口内燃機鋳造株式会
社

332-0001 埼玉県 川口市朝日１丁目６番１４号
代表取締役社
長 金井芳雄

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鋳鉄を型枠に注ぎ、冷却・整形
することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造物は、国
内の農機具・トラックメーカー等、様々な事業者に出荷し
ている。

福島工場 963-3603 福島県
田村市滝根町広瀬字舟ヶ作３
－８

40,918,668 40,918,668 6,828,384 5.99

300103
株式会社やまびこス
ケートの森

394-0055 長野県 岡谷市字内山４７６９－１４
代表取締役社
長 中嶋政春

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

すわっこランドは諏訪市より指定管理を受託し、市民の
健康増進を図るためプールを主とした施設の管理運営
を行っている。スケート事業は岡谷市が推進する「スケー
トのまち」づくりの中核施設として、アイスアリーナ（屋内
リンク）と国際スケートセンター（屋外リンク）の管理運営
を行っている。

すわっこランド 392-0016 長野県 諏訪市大字豊田７３２ 1,233,629 2,739,796 355,389 7.70

300103
株式会社やまびこス
ケートの森

394-0055 長野県 岡谷市字内山４７６９－１４
代表取締役社
長 中嶋政春

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

すわっこランドは諏訪市より指定管理を受託し、市民の
健康増進を図るためプールを主とした施設の管理運営
を行っている。スケート事業は岡谷市が推進する「スケー
トのまち」づくりの中核施設として、アイスアリーナ（屋内
リンク）と国際スケートセンター（屋外リンク）の管理運営
を行っている。

スケート事業 394-0055 長野県 岡谷市字内山４７６９－１４ 1,506,167 2,739,796 355,389 7.70

300104 日立セメント株式会社 317-0062 茨城県 日立市平和町２－１－１
代表取締役社
長執行役員
尾崎主税

セメント製造
業

太平田鉱山より採鉱した石灰石を日立工場で粉砕、焼
成しセメントを生産する。 生産物は日立工場より、主に
土木工事、建築工事請負業者の工事現場へ出荷され
る。

日立工場 317-0062 茨城県 日立市平和町２－１－１ 55,484,326 57,734,402 6,907,855 8.35

300104 日立セメント株式会社 317-0062 茨城県 日立市平和町２－１－１
代表取締役社
長執行役員
尾崎主税

セメント製造
業

太平田鉱山より採鉱した石灰石を日立工場で粉砕、焼
成しセメントを生産する。 生産物は日立工場より、主に
土木工事、建築工事請負業者の工事現場へ出荷され
る。

山根変電所 317-0065 茨城県 日立市助川町２８５８ 2,250,076 57,734,402 6,907,855 8.35

300105 株式会社祥和群馬 136-8531 東京都 江東区大島３－１－１７
代表取締役
新井正彦

プラスチック製
容器製造業

各種プラスチックペット容器製造・販売 株式会社祥和群馬 372-0854 群馬県 伊勢崎市飯島町５４０－１ 45,781,977 45,781,977 5,529,578 8.27

300106 株式会社祥和大分 136-8531 東京都 江東区大島３－１－１７
代表取締役
新井正彦

プラスチック製
容器製造業

各種プラスチックペット容器製造・販売 株式会社祥和大分 872-0021 大分県 宇佐市金屋１７３３ 18,848,285 18,848,285 2,550,296 7.39

300107
株式会社東邦工機製作
所

362-0811 埼玉県 北足立郡伊奈町西小針７－２２
代表取締役
近藤敬男

金属熱処理業
金属を炉に入れ焼入れを行うことにより、硬度を高める
熱処理を行っている。 加工は、自動車部品メーカー等
様々な事業者から受注している。

伊奈工場 362-0811 埼玉県 北足立郡伊奈町西小針７－２２ 1,027,348 1,027,348 124,130 8.27

300108 武州製氷株式会社 360-0161 埼玉県 熊谷市万吉２５５０
代表取締役社
長 贄田猛

製氷業
冷凍機にて水を凍らせて、氷を製造し関東及び東北方
面に氷を販売。

武州製氷株式会社 360-0161 埼玉県 熊谷市万吉２５５０ 2,769,361 2,769,361 458,703 6.03

300109 山本金属工業株式会社 350-1224 埼玉県 日高市田木４８３
取締役社長
高橋俊雄

電子回路基板
製造業

プリント配線基板の一部加工（外形加工・孔明加工） 山本金属工業株式会社 350-1224 埼玉県 日高市田木４８３ 7,422,815 7,422,815 903,724 8.21

300110 栗田工業 株式会社 422-8004 静岡県 静岡市駿河区国吉田２－２－１
代表取締役
栗田鐵也

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで各種鋳物製品の製造を行う。 製造物
は国内の鍛圧機械・工作機メーカー等、様々な事業者に
出荷している。

栗田工業(株)大東工場 437-1432 静岡県
掛川市上土方工業団地２９－３
２

6,428,834 6,428,834 982,960 6.54

300111
秩父太平洋セメント株式
会社

368-0005 埼玉県 秩父市大野原１８００
代表取締役社
長 笠原勝

セメント製造
業

セメント、レディミクストコンクリート及びセメントを使用す
る製品の製造並びに販売。 石灰石の加工並びに販売。

本社・工場 368-0005 埼玉県 秩父市大野原１８００ 10,407,498 10,407,498 1,027,337 10.13

300112 株式会社 テラプローブ 222-0033 神奈川県
横浜市港北区新横浜２－７－１
７ＫＡＫＩＹＡビル

代表取締役社
長 渡辺雄一
郎

集積回路製造
業

国内外の半導体メーカー、半導体設計メーカーからの製
品委託を請け、半導体集積回路の電気特性検査及びそ
れらに付帯する作業を事業として行っています。

九州事業所 869-5563 熊本県
葦北郡芦北町 湯浦 １５８０－
１

33,830,400 33,830,400 4,531,630 7.46

300113 株式会社シンガタ冷蔵 421-0302 静岡県 榛原郡吉田町川尻１１１８番地１
代表取締役
杉山憲司

冷蔵倉庫業

超低温冷蔵機能を有する倉庫にマグロを中心に保管し、
時間経過がもたらす貨物の品質低下を防止するという冷
蔵庫の機能を 大限発揮しており、商品は全国に出荷
している。

静岡超低温第三工場 421-0302 静岡県 榛原郡吉田町川尻１１１８－１ 2,742,226 2,742,226 211,553 12.96

300114 高尾製紙株式会社 418-0023 静岡県 富士宮市山本２００番地の１
代表取締役社
長 大石恭平

機械すき和紙
製造業

古紙100％を原料とする再生紙（特殊更紙）の製造を行
う。週刊誌等に使用される為、多数の出版社と取引して
いる。

高尾製紙株式会社 418-0023 静岡県 富士宮市山本２００番地の１ 33,001,704 33,001,704 3,075,422 10.73
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300115
秩父エレクトロン株式会
社

368-0101 埼玉県
秩父郡小鹿野町下小鹿野１１１
１

代表取締役
強谷隆彦

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

半導体デバイス製造の一部工程を研磨機・エピ炉等の
加工機を用いて加工を行い、国内外の電気・電子部品・
デバイス製造のメーカー等、様々な事業者に出荷してい
る。

本社工場 368-0101 埼玉県
秩父郡小鹿野町下小鹿野１１１
１

9,285,798 10,188,850 1,450,870 7.02

300116
株式会社今泉鋳造鉄工
所

421-0106 静岡県
静岡市駿河区北丸子１－８－１
０

代表取締役
今泉秀樹

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ等を鋳型に注ぎ、
冷却・成形することで各種の鋳物製品の製造を行う。ま
た一部を機械加工している。製品は国内電機メーカー等
の様々な事業所に出荷している。

本社工場 421-0106 静岡県
静岡市駿河区北丸子１丁目８番
１０号

4,952,328 4,952,328 770,406 6.42

300117
有限会社中村熱処理工
業所

340-0022 埼玉県 草加市瀬崎５－５３－３
代表取締役社
長 中村力

金属熱処理業
機械、自動車、建築、土木、電気、金型等の金属製品を
電気炉に入れ、熱処理した品物を、更に硬くする為焼き
戻し炉（電気）に入れて出荷している。

有限会社中村熱処理工業
所・第二

340-0833 埼玉県 八潮市西袋７１３番地１号 1,130,367 6,524,984 699,062 9.33

300117
有限会社中村熱処理工
業所

340-0022 埼玉県 草加市瀬崎５－５３－３
代表取締役社
長 中村力

金属熱処理業
機械、自動車、建築、土木、電気、金型等の金属製品を
電気炉に入れ、熱処理した品物を、更に硬くする為焼き
戻し炉（電気）に入れて出荷している。

有限会社中村熱処理工業
所・第三

340-0833 埼玉県 八潮市西袋９５２番地３号 1,670,600 6,524,984 699,062 9.33

300117
有限会社中村熱処理工
業所

340-0022 埼玉県 草加市瀬崎５－５３－３
代表取締役社
長 中村力

金属熱処理業
機械、自動車、建築、土木、電気、金型等の金属製品を
電気炉に入れ、熱処理した品物を、更に硬くする為焼き
戻し炉（電気）に入れて出荷している。

有限会社中村熱処理工業
所・本社

340-0022 埼玉県 草加市瀬崎５丁目５３番３号 3,724,017 6,524,984 699,062 9.33

300118 株式会社ホウスイ 135-0061 東京都 江東区豊洲六丁目６番３号
取締役会長兼
社長 乃美昭
俊

冷蔵倉庫業

顧客から預かった水産物、畜産物、農産物、冷凍食品等
をその特性に合わせた温度で保管し、大別して保管料
金、荷役料金、諸手数料を売上として営業を行ってい
る。また、冷蔵倉庫の一部を坪樫して容積保管売上を
行っている。

豊海第１冷蔵庫 104-0055 東京都 中央区豊海町１２番１号 1,889,520 25,724,016 4,132,333 6.22

300118 株式会社ホウスイ 135-0061 東京都 江東区豊洲六丁目６番３号
取締役会長兼
社長 乃美昭
俊

冷蔵倉庫業

顧客から預かった水産物、畜産物、農産物、冷凍食品等
をその特性に合わせた温度で保管し、大別して保管料
金、荷役料金、諸手数料を売上として営業を行ってい
る。また、冷蔵倉庫の一部を坪樫して容積保管売上を
行っている。

豊海第２冷蔵庫 104-0055 東京都 中央区豊海町９番１号 3,715,583 25,724,016 4,132,333 6.22

300118 株式会社ホウスイ 135-0061 東京都 江東区豊洲六丁目６番３号
取締役会長兼
社長 乃美昭
俊

冷蔵倉庫業

顧客から預かった水産物、畜産物、農産物、冷凍食品等
をその特性に合わせた温度で保管し、大別して保管料
金、荷役料金、諸手数料を売上として営業を行ってい
る。また、冷蔵倉庫の一部を坪樫して容積保管売上を
行っている。

豊海第３冷蔵庫 104-0055 東京都 中央区豊海町８番１９号 2,334,067 25,724,016 4,132,333 6.22

300118 株式会社ホウスイ 135-0061 東京都 江東区豊洲六丁目６番３号
取締役会長兼
社長 乃美昭
俊

冷蔵倉庫業

顧客から預かった水産物、畜産物、農産物、冷凍食品等
をその特性に合わせた温度で保管し、大別して保管料
金、荷役料金、諸手数料を売上として営業を行ってい
る。また、冷蔵倉庫の一部を坪樫して容積保管売上を
行っている。

豊海第５冷蔵庫 104-0055 東京都 中央区豊海町８番１５号 2,656,592 25,724,016 4,132,333 6.22

300118 株式会社ホウスイ 135-0061 東京都 江東区豊洲六丁目６番３号
取締役会長兼
社長 乃美昭
俊

冷蔵倉庫業

顧客から預かった水産物、畜産物、農産物、冷凍食品等
をその特性に合わせた温度で保管し、大別して保管料
金、荷役料金、諸手数料を売上として営業を行ってい
る。また、冷蔵倉庫の一部を坪樫して容積保管売上を
行っている。

船橋冷蔵庫・船橋流通S 273-0012 千葉県 船橋市浜町３丁目４番２号 3,685,903 25,724,016 4,132,333 6.22

300118 株式会社ホウスイ 135-0061 東京都 江東区豊洲六丁目６番３号
取締役会長兼
社長 乃美昭
俊

冷蔵倉庫業

顧客から預かった水産物、畜産物、農産物、冷凍食品等
をその特性に合わせた温度で保管し、大別して保管料
金、荷役料金、諸手数料を売上として営業を行ってい
る。また、冷蔵倉庫の一部を坪樫して容積保管売上を
行っている。

厚木物流センター 259-1121 神奈川県 伊勢原市下落合３０３－１４ 3,902,111 25,724,016 4,132,333 6.22

300118 株式会社ホウスイ 135-0061 東京都 江東区豊洲六丁目６番３号
取締役会長兼
社長 乃美昭
俊

冷蔵倉庫業

顧客から預かった水産物、畜産物、農産物、冷凍食品等
をその特性に合わせた温度で保管し、大別して保管料
金、荷役料金、諸手数料を売上として営業を行ってい
る。また、冷蔵倉庫の一部を坪樫して容積保管売上を
行っている。

市川物流センター 272-0013 千葉県 市川市高谷１９１６－２ 5,029,001 25,724,016 4,132,333 6.22

300119 丸富衛材株式会社 417-0847 静岡県 富士市比奈６５０－１
代表取締役社
長 佐野武男

機械すき和紙
製造業

上質古紙を原料として溶解、洗浄の上、機械式抄紙機に
よってトイレットロール用大型原紙を抄造。これを別途小
巻、裁断してトイレットロールを生産する。生産品は親会
社である丸富製紙株式会社を通じ、ドラッグストア等
様々な事業者に出荷している。

丸富衛材本社工場 417-0847 静岡県 富士市比奈６５０－１ 18,308,904 19,515,812 2,773,204 7.03

300119 丸富衛材株式会社 417-0847 静岡県 富士市比奈６５０－１
代表取締役社
長 佐野武男

機械すき和紙
製造業

上質古紙を原料として溶解、洗浄の上、機械式抄紙機に
よってトイレットロール用大型原紙を抄造。これを別途小
巻、裁断してトイレットロールを生産する。生産品は親会
社である丸富製紙株式会社を通じ、ドラッグストア等
様々な事業者に出荷している。

丸富衛材加工場 417-0001 静岡県 富士市今泉７９８－２ 1,206,908 19,515,812 2,773,204 7.03

300120
エヌ・デイ・ケー加工セン
ター株式会社

252-0244 神奈川県 相模原市中央区田名３１１３－１
代表取締役社
長 須摩浩之

金属熱処理業
プラズマ窒化 真空炉内に金属製品を装填し、数百ボル
トの直流電流を印加することにより、金属の表面処理
（加工）を行う。

埼玉工場 335-0034 埼玉県 戸田市笹目７－１１－２ 1,438,666 1,438,666 185,126 7.77

300121
有限会社松井田ガスサ
プライ

142-8558 東京都 品川区小山１－３－２６
代表取締役社
長 飯塚浩幸

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を圧縮し、不純物を取り除き深冷空気分離装置で
窒素ガスを分離する。窒素ガスは信越化学工業（株）松
井田工場殿に供給する。

松井田工場 379-0224 群馬県 安中市松井田町人見１－１０ 8,767,450 8,767,450 317,952 27.57

300122 丸富製紙株式会社 417-0847 静岡県 富士市比奈６７８
代表取締役社
長 佐野武男

機械すき和紙
製造業

100％古紙を原料としてトイレットペーパーの製造を行う。
製品は東日本を中心に全国流通に出荷している。

沼津工場 410-0022 静岡県 沼津市大岡３５ 26,130,456 73,772,808 10,817,727 6.81

300122 丸富製紙株式会社 417-0847 静岡県 富士市比奈６７８
代表取締役社
長 佐野武男

機械すき和紙
製造業

100％古紙を原料としてトイレットペーパーの製造を行う。
製品は東日本を中心に全国流通に出荷している。

原田工場 417-0001 静岡県 富士市今泉３－１５－１０ 5,976,322 73,772,808 10,817,727 6.81

17 / 88 ページ



氏名／名称
（法人であれ
ば）代表者名

事業名 事業の概要 名称
当該事業所における
年間の申請事業に係
る電気使用量（kWh）

当該事業の電気
使用量（kWh）

当該事業の売上
高（千円）

当該事業の原
単位
（kWh/千円）

申請番号

事業者 事業所 原単位

住所 所在地

300122 丸富製紙株式会社 417-0847 静岡県 富士市比奈６７８
代表取締役社
長 佐野武男

機械すき和紙
製造業

100％古紙を原料としてトイレットペーパーの製造を行う。
製品は東日本を中心に全国流通に出荷している。

富士根工場 419-0295 静岡県 富士市天間６８６ 24,859,080 73,772,808 10,817,727 6.81

300122 丸富製紙株式会社 417-0847 静岡県 富士市比奈６７８
代表取締役社
長 佐野武男

機械すき和紙
製造業

100％古紙を原料としてトイレットペーパーの製造を行う。
製品は東日本を中心に全国流通に出荷している。

今泉工場 417-0001 静岡県 富士市今泉７－８－２５ 14,685,981 73,772,808 10,817,727 6.81

300122 丸富製紙株式会社 417-0847 静岡県 富士市比奈６７８
代表取締役社
長 佐野武男

機械すき和紙
製造業

100％古紙を原料としてトイレットペーパーの製造を行う。
製品は東日本を中心に全国流通に出荷している。

比奈工場 417-0847 静岡県 富士市比奈６７８ 2,120,969 73,772,808 10,817,727 6.81

300123 信越半導体株式会社 100-0004 東京都
千代田区大手町２－２－１新大
手町ビル

代表取締役社
長 秋谷文男

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

半導体シリコンの製造 白河工場 961-8061 福島県
西白河郡西郷村小田倉字大平
１５０番地

322,343,260 448,953,442 75,242,477 5.96

300123 信越半導体株式会社 100-0004 東京都
千代田区大手町２－２－１新大
手町ビル

代表取締役社
長 秋谷文男

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

半導体シリコンの製造 武生工場 915-0802 福井県 越前市北府２－１３－５０ 105,148,900 448,953,442 75,242,477 5.96

300123 信越半導体株式会社 100-0004 東京都
千代田区大手町２－２－１新大
手町ビル

代表取締役社
長 秋谷文男

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

半導体シリコンの製造 犀潟工場 942-0157 新潟県
上越市頸城区城野腰３９８番地
５

21,461,282 448,953,442 75,242,477 5.96

300124 株式会社マスシン 422-8026 静岡県
静岡市駿河区富士見台３丁目１
番１５－２号

代表取締役
増田好伸

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

鉄スクラップ等の材料を電気炉を用いて溶解し、鋳型に
注ぎ、冷却・整形することで各種鋳物製品の製造を行う。
製造品は国内の建設機械メーカー等様々な事業所に出
荷している。

掛川工場 436-0048 静岡県 掛川市細田４７０－１ 1,553,504 1,553,504 268,378 5.78

300125 那須高原ハム株式会社 329-3134 栃木県 那須塩原市上大塚新田３３－３
代表取締役社
長 白田正義

肉加工品製造
業

親会社である株式会社フードリエの委託を受け、各種畜
産加工肉食品の製造、販売を行っている。

那須高原ハム株式会社 329-3134 栃木県 那須塩原市上大塚新田３３－３ 8,352,415 8,352,415 1,225,585 6.81

300126 中部ハム株式会社 431-1414 静岡県 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日２２
代表取締役社
長 小泉淳一

肉加工品製造
業

畜肉加工品（ハム、ソーセージ、ベーコン）の製造 中部ハム株式会社 431-1414 静岡県 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日２２ 5,320,005 5,320,005 826,574 6.43

300127 都築鋼産株式会社 123-0865 東京都 足立区新田一丁目１０番１９号
代表取締役
都築基

他に分類され
ないその他の
製造業

産業廃棄物の廃プラスチックの処理を受託し、破砕・成
形してＲＰＦの燃料を製造する。

埼玉リサイクル工場 349-1213 埼玉県 加須市栄字六軒４０８番１ 3,886,335 5,221,400 538,312 9.69

300127 都築鋼産株式会社 123-0865 東京都 足立区新田一丁目１０番１９号
代表取締役
都築基

他に分類され
ないその他の
製造業

産業廃棄物の廃プラスチックの処理を受託し、破砕・成
形してＲＰＦの燃料を製造する。

明和リサイクル工場 370-0703 群馬県 邑楽郡明和町下江黒６５４番１ 1,335,065 5,221,400 538,312 9.69

300128 中冷倉庫株式会社 390-0833 長野県 松本市双葉５－５０
代表取締役
高橋作夫

冷蔵倉庫業
冷蔵庫並びに倉庫業の経営（飲料食品、水産会社の冷
凍を含む飲料、食品を当社内の冷蔵及び冷凍設備に保
管しています）

中冷倉庫株式会社（流団倉
庫）

399-0033 長野県 松本市大字笹賀７６００－２９ 1,595,858 2,386,658 196,732 12.13

300129 京浜鋳物協業組合 143-0003 東京都 大田区京浜島２－１９－２
代表理事 森
田政男

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉にて銑鉄鋳物用溶湯製造 京浜島 143-0003 東京都 大田区京浜島２－１９－２ 5,155,156 5,155,156 496,551 10.38

300130 新潟岡本硝子株式会社 945-1352 新潟県
柏崎市大字安田字土山７５８７
番地１

代表取締役
川島健一

その他のガラ
ス・同製品製
造業

プロジェクター・リアプロジェクション(背面投射型)テレビ
用反射鏡の製造･販売

新潟岡本硝子株式会社 945-1352 新潟県
柏崎市大字安田字土山７５８７
番地１

10,158,934 10,158,934 1,158,172 8.77

300131 トピー工業株式会社 141-8634 東京都 品川区大崎１－２－２
代表取締役社
長 高松信彦

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解したスクラップを二次精錬設備で精
錬し、連続鋳造設備で鋳造された鋳片を用いて、圧延工
程で鋼材の製造を行う。製造物は、土木・建築資材や自
動車・建設機械用部材に使われる。

豊橋製造所 441-8510 愛知県 豊橋市明海町１ 445,660,154 445,660,154 48,155,320 9.25

300132 東京液化酸素株式会社 235-0017 神奈川県
横浜市磯子区新磯子町３０番の
１

代表取締役社
長 平田有

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を原料としてLNGの冷熱を利用した液化酸素・液化
窒素・液化アルゴンを製造する。製造物は国内の製造
業・医療機関など様々な産業の事業者に出荷している。

東京液化酸素株式会社 235-0017 神奈川県
横浜市磯子区新磯子町３０番の
１

58,757,901 58,757,901 1,489,307 39.45

300133 桑名ダクタイル株式会社 332-0022 埼玉県 川口市仲町２番１９号
代表取締役
長島博高

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

主に下水道用マンホール鉄蓋製品の製造及び出荷 桑名工場 511-0242 三重県
員弁郡東員町六把野新田字村
北西８９１

5,698,034 5,698,034 630,168 9.04

300134 株式会社デイ・シイ 210-0854 神奈川県
川崎市川崎区東田町８番地 パ
レール三井ビルディング１７階

代表取締役社
長 神長俊樹

セメント製造
業

原料となる石灰石と粘土を調合・焼成・粉砕することでセ
メントを製造する。 製品は主に生コンクリート事業者等、
建設・土木関連事業者に出荷される。

川崎工場 210-0005 神奈川県 川崎市川崎区浅野町１ー１ 98,125,260 98,125,260 9,060,347 10.83

300135
株式会社千葉サンソセ
ンター

290-0058 千葉県 市原市五井海岸５－２
代表取締役社
長 新井一成

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気液化深冷分離法により酸素ガス、窒素ガス、液化ア
ルゴンガスの製造を行っている。酸素ガス、窒素ガスは
配管により京葉コンビナートの各ユーザー及び大陽日酸
㈱に供給している。 液化アルゴンはローリー車により販
売している。

本社・五井工場 290-0058 千葉県 市原市五井海岸５－２ 118,153,680 205,807,260 4,767,584 43.16

300135
株式会社千葉サンソセ
ンター

290-0058 千葉県 市原市五井海岸５－２
代表取締役社
長 新井一成

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気液化深冷分離法により酸素ガス、窒素ガス、液化ア
ルゴンガスの製造を行っている。酸素ガス、窒素ガスは
配管により京葉コンビナートの各ユーザー及び大陽日酸
㈱に供給している。 液化アルゴンはローリー車により販
売している。

袖ケ浦工場 299-0266 千葉県 袖ケ浦市北袖１７ 87,653,580 205,807,260 4,767,584 43.16

300136 東都冷蔵株式会社 120-0038 東京都 足立区千住橋戸町９６
代表取締役社
長 米澤照雄

冷蔵倉庫業 冷却装置を施した倉庫への食品保管 東都冷蔵株式会社 120-0038 東京都 足立区千住橋戸町９６ 1,364,174 1,364,174 230,535 5.91
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300137
ハヤシ化成工業株式会
社

270-0222 千葉県 野田市木間ケ瀬７９９２
代表取締役
林勝己

プラスチック成
形材料製造業

主としてプラスチック材料に充填剤、安定剤、着色剤など
の配合、混合を行って、各種の成形材料を加工、製造す
る事業

ハヤシ化成工業株式会社 270-0222 千葉県 野田市木間ケ瀬７９９２ 2,191,526 2,191,526 174,234 12.57

300139
グローバルウェーハズ・
ジャパン株式会社

957-0197 新潟県
北蒲原郡聖籠町東港６－８６１
－５

代表取締役社
長 荒木隆

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

シリコンウェーハを製造する事業。ポリシリコンを電気炉
にて溶融してSi単結晶を作る。Si単結晶を鏡面ウェーハ
に加工し、出荷する。主な出荷先は、国内外の半導体デ
バイス製造メーカー等となる。

新潟工場 957-0197 新潟県
北蒲原郡聖籠町東港６－８６１
－５

163,727,578 163,727,578 28,329,964 5.77

300140
日本システムウエア株式
会社

150-8577 東京都 渋谷区桜丘町３１－１１
代表取締役
執行役員社長
多田尚二

情報処理サー
ビス業

免震構造の都市型、郊外型データセンターを保有、万全
なセキュリティ、安定した温湿度環境下においてお客様
の情報資産をお預かりし、24時間365日体制でサービス
を提供しています。

渋谷ITコア 150-0036 東京都 渋谷区南平台町１－１ 10,856,145 14,136,916 2,248,168 6.28

300140
日本システムウエア株式
会社

150-8577 東京都 渋谷区桜丘町３１－１１
代表取締役
執行役員社長
多田尚二

情報処理サー
ビス業

免震構造の都市型、郊外型データセンターを保有、万全
なセキュリティ、安定した温湿度環境下においてお客様
の情報資産をお預かりし、24時間365日体制でサービス
を提供しています。

山梨ITセンター 405-8577 山梨県 笛吹市一宮町市之蔵７０７ 3,280,771 14,136,916 2,248,168 6.28

300141
株式会社 地域冷暖房
千葉

260-0028 千葉県
千葉市中央区新町１０００番地
センシティタワー１９階

代表取締役社
長 飯田長久

熱供給業

千葉市新町地区再開発に伴い各事業所に良質、安価な
熱媒（冷熱・温熱）を安定供給し、都市環境づくりに貢献
する目的で設立。供給地域は商業棟（そごう千葉店）、業
務棟（センシティタワー）、駐車場棟（センシティパークプ
ラザ）の三棟と隣接する既存商業ビル（千葉ショッピング
センター）を含めた約5.5ha。

エネルギープラント 260-0028 千葉県 千葉市中央区新町１００１番地 5,682,857 5,682,857 814,707 6.97

300142
エア・ウォーター炭酸株
式会社

105-0004 東京都 港区新橋４丁目２１番３号
代表取締役社
長 波多野和
彦

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料であるCO2を圧縮、精製した液化炭酸ガス、および
液化炭酸ガスを固化したドライアイスの製造、販売

市原工場 299-0108 千葉県 市原市千種海岸１番地 26,437,498 74,022,452 7,645,620 9.68

300142
エア・ウォーター炭酸株
式会社

105-0004 東京都 港区新橋４丁目２１番３号
代表取締役社
長 波多野和
彦

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料であるCO2を圧縮、精製した液化炭酸ガス、および
液化炭酸ガスを固化したドライアイスの製造、販売

山陽小野田工場 756-0885 山口県 山陽小野田市西沖５番地 10,780,555 74,022,452 7,645,620 9.68

300142
エア・ウォーター炭酸株
式会社

105-0004 東京都 港区新橋４丁目２１番３号
代表取締役社
長 波多野和
彦

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料であるCO2を圧縮、精製した液化炭酸ガス、および
液化炭酸ガスを固化したドライアイスの製造、販売

大阪工場 592-8501 大阪府 高石市高砂１丁目６番地 28,277,024 74,022,452 7,645,620 9.68

300142
エア・ウォーター炭酸株
式会社

105-0004 東京都 港区新橋４丁目２１番３号
代表取締役社
長 波多野和
彦

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料であるCO2を圧縮、精製した液化炭酸ガス、および
液化炭酸ガスを固化したドライアイスの製造、販売

大牟田工場 836-8610 福岡県 大牟田市浅牟田町３０番地 8,527,375 74,022,452 7,645,620 9.68

300143 渡里台地土地改良区 310-0902 茨城県 水戸市渡里町１５０１番地の２
理事長 雨谷
卓美

穀作サービス
業

一級河川那珂川を水源とし、揚水機場を設け、約20㎞の
用水路を経て520haの水田に農業用水を配水している。

渡里揚水機場 310-0902 茨城県 水戸市渡里町１５０１－１ 2,645,395 3,615,582 102,348 35.32

300144
宇部丸善ポリエチレン株
式会社

150-0023 東京都
港区芝浦１－２－１ シーバンス
Ｎ館２１Ｆ

代表取締役社
長 松尾典秀

プラスチック製
造業

高圧法および気相法の２種類のプラントを使用して多種
のポリエチレンの製造を行う。 製品は、国内外の樹脂加
工メーカー等に出荷している。

千葉石油化学工場 290-8550 千葉県 市原市五井南海岸８－１ 181,087,413 181,087,413 27,809,195 6.51

300145 株式会社 スギヤマ 417-8510 静岡県 富士市中里２６０８－５０
代表取締役社
長 望月英克

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄、スクラップ等を鋳型に注ぎ
冷却成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は国内外の自動車メーカー等様々な事業者に出荷して
いる。

富士工場 417-8510 静岡県 富士市中里２６０８－５０ 7,544,422 25,072,678 4,040,880 6.20

300145 株式会社 スギヤマ 417-8510 静岡県 富士市中里２６０８－５０
代表取締役社
長 望月英克

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄、スクラップ等を鋳型に注ぎ
冷却成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は国内外の自動車メーカー等様々な事業者に出荷して
いる。

山梨工場 409-3423 山梨県 南巨摩郡身延町飯富２２４０ 17,528,256 25,072,678 4,040,880 6.20

300146 信越化学工業株式会社 100-0004 東京都
千代田区大手町２－６－１ 朝
日生命大手町ビル

代表取締役社
長 斉藤恭彦

その他の有機
化学工業製品
製造業

工業塩の電気分解により生成する苛性ソーダと、発生す
る塩素を原料とする塩化物（メチルクロライド）及びパル
プを原料として、セルロース誘導体を製造する。セルロー
ス誘導体は医薬品材料、建材、化学品として販売され
る。苛性ソーダと塩化物等の製造物は他部門でも使用さ
れ、また化学産業の基礎素材として化学メーカー等へ販
売される。

直江津工場 942-8601 新潟県 上越市頸城区西福島２８－１ 222,315,478 222,315,478 31,489,231 7.06

300147
伊藤忠テクノソリューショ
ンズ株式会社

100-6080 東京都 千代田区霞が関三丁目２番５号
代表取締役社
長 菊地哲

情報処理サー
ビス業

データセンター事業としてお客様のICT機器のハウジン
グﾞサービスやコロケーションサービスを行っている。

横浜コンピュータセンター 224-0052 神奈川県 横浜市都筑区二の丸１－１ 47,906,911 73,876,670 12,286,928 6.01

300147
伊藤忠テクノソリューショ
ンズ株式会社

100-6080 東京都 千代田区霞が関三丁目２番５号
代表取締役社
長 菊地哲

情報処理サー
ビス業

データセンター事業としてお客様のICT機器のハウジン
グﾞサービスやコロケーションサービスを行っている。

目白坂データセンター 112-0014 東京都 文京区関口３－１－１２ 5,869,982 73,876,670 12,286,928 6.01

300147
伊藤忠テクノソリューショ
ンズ株式会社

100-6080 東京都 千代田区霞が関三丁目２番５号
代表取締役社
長 菊地哲

情報処理サー
ビス業

データセンター事業としてお客様のICT機器のハウジン
グﾞサービスやコロケーションサービスを行っている。

神戸コンピュータセンター 651-1513 兵庫県
神戸市北区鹿の子台北町８丁
目２番１号

12,574,226 73,876,670 12,286,928 6.01

300148 日本ケミコン株式会社 141-8605 東京都 品川区大崎五丁目６番４号
代表取締役社
長 内山郁夫

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

電気等を使用したエッチング等の手法を用いた表面積
の拡大などを行い、電解コンデンサ用電極箔の製造を行
い販売している。

新潟工場 957-0101 新潟県
北蒲原郡聖籠町東港６丁目５５
２５番地２１号

121,613,378 201,310,754 4,750,912 42.37

300148 日本ケミコン株式会社 141-8605 東京都 品川区大崎五丁目６番４号
代表取締役社
長 内山郁夫

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

電気等を使用したエッチング等の手法を用いた表面積
の拡大などを行い、電解コンデンサ用電極箔の製造を行
い販売している。

高萩工場 318-8505 茨城県
高萩市安良川字下ノ内３６３番
地

79,697,376 201,310,754 4,750,912 42.37

300149
東京熱エネルギー株式
会社

100-0006 東京都 千代田区有楽町１－２－１２
取締役社長
米田昇

熱供給業

2箇所(平成30年2月1日からは3箇所)の熱発生所（プラン
ト）において電気により冷水・温水を製造し、3棟(平成30
年2月1日からは4棟)のビルの冷暖房需要に使用するた
めに、この冷温水を導管で結んで送る事業を行ってい
る。

日比谷プラント 100-0006 東京都 千代田区有楽町１－２－２ 4,824,108 7,447,003 539,265 13.80
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300149
東京熱エネルギー株式
会社

100-0006 東京都 千代田区有楽町１－２－１２
取締役社長
米田昇

熱供給業

2箇所(平成30年2月1日からは3箇所)の熱発生所（プラン
ト）において電気により冷水・温水を製造し、3棟(平成30
年2月1日からは4棟)のビルの冷暖房需要に使用するた
めに、この冷温水を導管で結んで送る事業を行ってい
る。

日比谷第２プラント 100-0006 東京都 千代田区有楽町１－１－３ 1,999,370 7,447,003 539,265 13.80

300150 東洋電子工業株式会社 400-1508 山梨県 甲府市下曽根町２７８１－１
代表取締役社
長 井川泰男

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

弊社クリーンルーム内に設置してあるテスター(+ﾌﾟﾛｰﾊﾞ)
において、取引先の前工程処理後のウェハを入荷し、弊
社にて電気特性を検査し、良品・不良品に分別し、取引
顧客に出荷。

甲府工場 400-1508 山梨県 甲府市下曽根町２７８１－１ 9,282,497 9,282,497 1,115,591 8.32

300151 株式会社アイエフディ 306-0624 茨城県 坂東市矢作２６１４‐１
代表取締役社
長 立石光

そう（惣）菜製
造業

電力を用いて冷凍野菜、海藻類、その他の調味原材料
を凍結真空乾燥し、国内の即席麺メーカー及び即席み
そ汁メーカー等から製造を受託し、中間素材や 終商品
用として製造する。

株式会社アイエフディ 306-0624 茨城県 坂東市矢作２６１４－１ 9,669,616 9,669,616 1,652,737 5.85

300152 磯部チッソガス株式会社 105-0011 東京都
港区芝公園２－４－１ 芝パー
クビルＢ館６階

代表取締役社
長 遠藤 祐喜

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を圧縮し、不純物を取り除き、深冷空気分離装置で
窒素ガスを分離する。 窒素ガスは信越化学工業㈱磯部
工場殿に供給する。

磯部工場 379-0127 群馬県 安中市磯部２－１３－１ 6,198,697 6,198,697 210,570 29.43

300153 株式会社 厚生冷蔵 273-0012 千葉県 船橋市浜町３－１－４
代表取取締役
社長 杉井和
夫

冷蔵倉庫業
超低温・冷凍・冷蔵温度帯に加え、公益社団法人氷温協
会会員倉庫で氷温庫を有する冷蔵倉庫。保税蔵置場の
許可を受け、輸出入貨物の取扱も行っている。

株式会社厚生冷蔵 273-0012 千葉県 船橋市浜町３ー１－４ 2,256,810 2,256,810 317,430 7.10

300154
エア・ケミカルズ株式会
社

105-0003 東京都 港区西新橋３丁目２１番８号
代表取締役
宮川隆史

圧縮ガス・液
化ガス製造業

高圧コンプレッサー、冷凍機により空気を液化し、沸点
差を利用して、液化酸素・窒素・アルゴンを製造する。

喜連川プラント 329-1415 栃木県 さくら市小入５７１番地４ 61,351,272 61,351,272 918,294 66.81

300156 株式会社伊藤製鐵所 101-0032 東京都
千代田区岩本町３－２－４ 岩
本町ビル７階

代表取締役社
長 伊藤壽健

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、ビレットを鋳造し
た上で、できたビレットを圧延し、鉄筋コンクリート用異形
棒鋼(鉄筋)を製造している。製品は、ゼネコンや鋼材特
約店等に出荷し、建設、土木工事に使用されている。

石巻工場 986-0844 宮城県 石巻市重吉町２番地 147,502,962 288,146,562 25,959,605 11.09

300156 株式会社伊藤製鐵所 101-0032 東京都
千代田区岩本町３－２－４ 岩
本町ビル７階

代表取締役社
長 伊藤壽健

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、ビレットを鋳造し
た上で、できたビレットを圧延し、鉄筋コンクリート用異形
棒鋼(鉄筋)を製造している。製品は、ゼネコンや鋼材特
約店等に出荷し、建設、土木工事に使用されている。

筑波工場 305-0877 茨城県 つくば市片田４８６番地 140,643,600 288,146,562 25,959,605 11.09

300157
株式会社亀山ガスセン
ター

142-8558 東京都 品川区小山一丁目３番２６号
代表取締役社
長 高木 正治

圧縮ガス・液
化ガス製造業

窒素ガス、ドライエアー等の工業用ガスを製造し、パイピ
ングによりお客様へ供給している。

株式会社亀山ガスセンター 519-0169 三重県 亀山市白木町幸川４６４番 212,747,934 212,747,934 3,080,210 69.06

300158
ＰＦＩ長岡屋内総合プー
ル株式会社

950-0087 新潟県
新潟市中央区東大通２丁目３番
２８号

代表取締役
森田兼光

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

新潟県から指定管理者として、施設運営と管理を行うこ
とで、市民にスポーツ施設の提供サービスを行ってい
る。

県立長岡屋内総合プール 940-0826 新潟県 長岡市長倉町１３３８番地 3,638,163 3,638,163 360,401 10.09

300159 小名浜製錬株式会社 101-0048 東京都
千代田区神田司町２丁目２番２
号 大森ビル８階

取締役所長
岡本 良二

銅第1次製錬・
精製業

銅鉱石を製錬し、年間約２３万トンの電気銅を生産して
いる。また、銅製錬設備を活用することにより、国内で発
生する廃自動車等からのシュレッダーダスト年間約１３
万トン処理をはじめとして、多種のリサイクル品を反射炉
で処理している。これらリサイクル原料からは含有する
有価金属を回収している。

小名浜製錬所 971-8101 福島県 いわき市小名浜字渚１番地の１ 278,461,183 278,461,183 24,789,726 11.23

300162
株式会社オーネックス
テックセンター

243-0801 神奈川県
厚木市上依知字上ノ原３０１２番
地３

代表取締役
大屋和雄

金属熱処理業

電気炉を用いて加熱し、鉄鋼の表面に炭素を侵入させ
焼き入れを行う熱処理です。熱処理により、鋼部品の耐
摩耗性、耐久性、靱性など改善します。処理品は主に自
動車部品、工作機械部品、建築機械部品等の歯車、軸
部などの熱処理を行っている。

三重工場 519-0169 三重県 亀山市白木町６０－２８ 3,100,200 3,100,200 497,012 6.23

300163 横浜市場冷蔵株式会社 221-0054 神奈川県 横浜市神奈川区山内町１―１
代表取締役社
長 善福伸一

冷蔵倉庫業 顧客から依頼された商品の冷凍・冷蔵保管 本場事業所 221-0054 神奈川県 横浜市神奈川区山内町１―１ 2,905,828 6,869,548 1,031,546 6.65

300163 横浜市場冷蔵株式会社 221-0054 神奈川県 横浜市神奈川区山内町１―１
代表取締役社
長 善福伸一

冷蔵倉庫業 顧客から依頼された商品の冷凍・冷蔵保管 南部事業所 236-0002 神奈川県 横浜市金沢区鳥浜町１―１ 2,756,420 6,869,548 1,031,546 6.65

300163 横浜市場冷蔵株式会社 221-0054 神奈川県 横浜市神奈川区山内町１―１
代表取締役社
長 善福伸一

冷蔵倉庫業 顧客から依頼された商品の冷凍・冷蔵保管 大黒事業所 230-0054 神奈川県 横浜市鶴見区大黒ふ頭１５ 1,207,300 6,869,548 1,031,546 6.65

300164
特種東海エコロジー株
式会社

419-0201 静岡県 富士市厚原１６７－１
代表取締役社
長 日野喜教

機械すき和紙
製造業

古紙原料などの繊維から、トイレットペーパーの製造お
よび販売を行う

本社・工場 419-0201 静岡県 富士市厚原１６７－１ 33,204,774 33,204,774 4,886,293 6.79

300165 東京鐵鋼株式会社 102-0071 東京都
千代田区富士見２－７－２ ス
テージビルディング１２階

代表取締役社
長 吉原毎文

製鋼・製鋼圧
延業

JIS規格(JIS-G3101 一般構造用圧延鋼材・JIS-G3102
鉄筋コンクリート用棒鋼）による小形棒鋼及び鉄筋の機
械式継手の製造販売

本社工場 323-0819 栃木県 小山市横倉新田５２０ 237,723,080 387,233,258 51,019,360 7.58

300165 東京鐵鋼株式会社 102-0071 東京都
千代田区富士見２－７－２ ス
テージビルディング１２階

代表取締役社
長 吉原毎文

製鋼・製鋼圧
延業

JIS規格(JIS-G3101 一般構造用圧延鋼材・JIS-G3102
鉄筋コンクリート用棒鋼）による小形棒鋼及び鉄筋の機
械式継手の製造販売

八戸工場 039-1161 青森県 八戸市河原木海岸４－１１ 149,510,178 387,233,258 51,019,360 7.58
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300166
日本テキサス・インスツ
ルメンツ合同会社

160-8366 東京都
新宿区西新宿６ー２４ー１ 西新
宿三井ビルディング

代表取締役
ハンタックグレ
ゴリー・エド
ワード

集積回路製造
業

シリコンウエハー表面に電気炉で酸化膜をつけ、感光剤
を塗布し、フォトマスクを重ねて光を照射し回路図を転写
し、薬液やガスを用いてエッチングし、感光しない部分の
酸化膜を除去し、イオン注入や高温拡散を繰り返すこと
で半導体素子が形成され、アルミターゲットなどをスパッ
タリングし、電極配線用の金属膜を形成することで半導
体集積回路が製造される。製造物は海外に輸出してい
る。

美浦工場 300-0496 茨城県 稲敷郡美浦村大字木原２３５０ 133,130,769 252,217,005 31,792,702 7.93

300166
日本テキサス・インスツ
ルメンツ合同会社

160-8366 東京都
新宿区西新宿６ー２４ー１ 西新
宿三井ビルディング

代表取締役
ハンタックグレ
ゴリー・エド
ワード

集積回路製造
業

シリコンウエハー表面に電気炉で酸化膜をつけ、感光剤
を塗布し、フォトマスクを重ねて光を照射し回路図を転写
し、薬液やガスを用いてエッチングし、感光しない部分の
酸化膜を除去し、イオン注入や高温拡散を繰り返すこと
で半導体素子が形成され、アルミターゲットなどをスパッ
タリングし、電極配線用の金属膜を形成することで半導
体集積回路が製造される。製造物は海外に輸出してい
る。

会津工場 965-0060 福島県
会津若松市高久工業団地２番
地

119,086,236 252,217,005 31,792,702 7.93

300167 新潟液酸株式会社 959-2215 新潟県
阿賀野市六野瀬字井戸瀬４３６
－５

代表取締役社
長 岩本満

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を原料として、空気液化分離装置により、圧縮・深
冷、液化分離工程で液化酸素・液化窒素を製造し製品と
して全量親会社へ出荷している。

本社工場 959-2215 新潟県
阿賀野市六野瀬字井戸瀬４３６
－５

16,264,170 16,264,170 368,824 44.09

300168
株式会社エコ・マイニン
グ

276-0022 千葉県 八千代市上高野１７８０番地
代表取締役社
長 瀬田英博

他に分類され
ないその他の
製造業

産業廃棄物由来の廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊
維くずを使用して、これらを溶融固化することにより固形
燃料（RPF）を製造・販売する。

株式会社エコ・マイニング 276-0022 千葉県 八千代市上高野１７８０番地 8,899,988 8,899,988 1,271,288 7.00

300169 新日本電工株式会社 103-8282 東京都 中央区八重洲一丁目４番１６号
代表取締役社
長 白須達朗

フェロアロイ製
造業

徳島工場、鹿島工場：マンガン鉱石や炭材を電気炉で精
錬し、得られた溶融物を冷却固化、粉砕してマンガン系
合金鉄の製造を行う。マンガン系合金鉄は国内の製鉄
会社へ出荷し、製鋼の原料として使用される。
北陸工場：ホウ素を含む原料を電気炉で精錬し、得られ
た溶融物を冷却固化、破砕してフェロボロンの製造を行
う。製造物はアモルファス合金やネオジム鉄ボロン磁石
の原料、特殊鋼添加剤として使用される。

徳島工場 774-0023 徳島県 阿南市橘町幸野６２番地１ 414,202,344 482,083,388 43,425,896 11.10

300169 新日本電工株式会社 103-8282 東京都 中央区八重洲一丁目４番１６号
代表取締役社
長 白須達朗

フェロアロイ製
造業

徳島工場、鹿島工場：マンガン鉱石や炭材を電気炉で精
錬し、得られた溶融物を冷却固化、粉砕してマンガン系
合金鉄の製造を行う。マンガン系合金鉄は国内の製鉄
会社へ出荷し、製鋼の原料として使用される。
北陸工場：ホウ素を含む原料を電気炉で精錬し、得られ
た溶融物を冷却固化、破砕してフェロボロンの製造を行
う。製造物はアモルファス合金やネオジム鉄ボロン磁石
の原料、特殊鋼添加剤として使用される。

富山工場 939-0274 富山県 射水市小島３００４番地 48,401,136 482,083,388 43,425,896 11.10

300169 新日本電工株式会社 103-8282 東京都 中央区八重洲一丁目４番１６号
代表取締役社
長 白須達朗

フェロアロイ製
造業

徳島工場、鹿島工場：マンガン鉱石や炭材を電気炉で精
錬し、得られた溶融物を冷却固化、粉砕してマンガン系
合金鉄の製造を行う。マンガン系合金鉄は国内の製鉄
会社へ出荷し、製鋼の原料として使用される。
北陸工場：ホウ素を含む原料を電気炉で精錬し、得られ
た溶融物を冷却固化、破砕してフェロボロンの製造を行
う。製造物はアモルファス合金やネオジム鉄ボロン磁石
の原料、特殊鋼添加剤として使用される。

鹿島工場 314-0014 茨城県 鹿嶋市光４ 19,479,908 482,083,388 43,425,896 11.10

300170 新日本電工株式会社 103-8282 東京都 中央区八重洲一丁目４番１６号
代表取締役社
長 白須達朗

その他の無機
化学工業製品
製造業

ニッケルとリチウムを含む原料を用い、精密混合、電気
炉焼成、粒度調整をしてリチウムイオン電池正極材料を
製造する。

富山工場 933-0002 富山県 高岡市吉久１丁目１番３７号 5,628,270 27,194,426 3,319,181 8.19

300171 三興製鋼株式会社 254-0801 神奈川県 平塚市久領堤２番１９号
代表取締役社
長 鈴木史郎

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気アーク炉を用いて溶解し、溶鋼連続
鋳造機に注ぎ、抽出された鋼塊（BT)をダイレクトで圧延・
冷却・結束することで異形棒鋼を製造を行う。製造物は
鉄筋コンクリート用異形棒鋼として建造物に用いられる。

本社工場 254-0801 神奈川県 平塚市久領堤２番１９号 181,755,720 181,755,720 17,749,824 10.23

300172 東洋製罐株式会社 141-8640 東京都 品川区東五反田２－１８－１
代表取締役社
長 本多正憲

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
用のペットボトル等の製射出成形機、またはブロー成形
機を使用し、飲料・食品用のペットボトル等の製造を行
う。製造物は飲料・食品メーカー等へ出荷している。

静岡工場 421-0598 静岡県 牧之原市白井６２２－８ 38,319,053 462,536,700 66,016,082 7.00

300172 東洋製罐株式会社 141-8640 東京都 品川区東五反田２－１８－１
代表取締役社
長 本多正憲

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
用のペットボトル等の製射出成形機、またはブロー成形
機を使用し、飲料・食品用のペットボトル等の製造を行
う。製造物は飲料・食品メーカー等へ出荷している。

基山第２工場 841-0201 佐賀県 三養基郡基山町小倉４８－１ 30,191,860 462,536,700 66,016,082 7.00

300172 東洋製罐株式会社 141-8640 東京都 品川区東五反田２－１８－１
代表取締役社
長 本多正憲

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
用のペットボトル等の製射出成形機、またはブロー成形
機を使用し、飲料・食品用のペットボトル等の製造を行
う。製造物は飲料・食品メーカー等へ出荷している。

広島工場 729-0414 広島県 三原市下北方１－４－１ 51,636,312 462,536,700 66,016,082 7.00

300172 東洋製罐株式会社 141-8640 東京都 品川区東五反田２－１８－１
代表取締役社
長 本多正憲

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
用のペットボトル等の製射出成形機、またはブロー成形
機を使用し、飲料・食品用のペットボトル等の製造を行
う。製造物は飲料・食品メーカー等へ出荷している。

埼玉工場 355-0193 埼玉県
比企郡吉見町大字下細谷９５０
－２

57,987,332 462,536,700 66,016,082 7.00
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300172 東洋製罐株式会社 141-8640 東京都 品川区東五反田２－１８－１
代表取締役社
長 本多正憲

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
用のペットボトル等の製射出成形機、またはブロー成形
機を使用し、飲料・食品用のペットボトル等の製造を行
う。製造物は飲料・食品メーカー等へ出荷している。

久喜工場 346-0028 埼玉県 久喜市河原井町３ 120,440,520 462,536,700 66,016,082 7.00

300172 東洋製罐株式会社 141-8640 東京都 品川区東五反田２－１８－１
代表取締役社
長 本多正憲

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
用のペットボトル等の製射出成形機、またはブロー成形
機を使用し、飲料・食品用のペットボトル等の製造を行
う。製造物は飲料・食品メーカー等へ出荷している。

横浜工場 230-0001 神奈川県 横浜市鶴見区矢向１－１－７０ 43,251,504 462,536,700 66,016,082 7.00

300172 東洋製罐株式会社 141-8640 東京都 品川区東五反田２－１８－１
代表取締役社
長 本多正憲

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
用のペットボトル等の製射出成形機、またはブロー成形
機を使用し、飲料・食品用のペットボトル等の製造を行
う。製造物は飲料・食品メーカー等へ出荷している。

大阪工場 598-0061 大阪府 泉佐野市住吉町２９－３ 54,826,075 462,536,700 66,016,082 7.00

300173 錦糸町熱供給株式会社 130-0013 東京都 墨田区錦糸３－２－１
代表取締役社
長 手塚繁己

熱供給業

錦糸町駅北口地域熱供給事業として、エネルギーセン
ターより、業務、商業、ホテル、文化施設のビル6棟およ
び地下鉄駅舎1カ所の大口のお客さまと住宅棟1棟に冷
温熱を供給している。

エネルギーセンター 130-0013 東京都 墨田区錦糸２－２－１ 6,305,718 6,305,718 849,470 7.42

300174 ローム浜松株式会社 435-0038 静岡県 浜松市南区三和町１０
代表取締役社
長 江口英和

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

半導体（LSI）前工程の製造。シリコンウエハ上に露光、
エッチング、拡散、薄膜形成、洗浄等を施すことで回路を
形成する製造を行う。製造物は親会社へ出荷している。

ローム浜松株式会社 435-0038 静岡県 浜松市南区三和町１０ 155,742,944 155,742,944 18,658,669 8.34

300175 ＪＦＥ条鋼株式会社 105-0004 東京都 港区新橋５‐１１‐３
代表取締役
渡邉誠

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、鋼塊を製造する。
さらに、その鋼塊を熱間圧延し、形鋼、棒鋼などの鋼材
を製造する。製造物は、建設用資材、造船素材や建設
機械等の部品材料等、様々な事業者に出荷している。

豊平製造所 063-8607 北海道 札幌市西区発寒１０条１３‐１‐１ 85,052,376 871,683,808 97,292,742 8.95

300175 ＪＦＥ条鋼株式会社 105-0004 東京都 港区新橋５‐１１‐３
代表取締役
渡邉誠

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、鋼塊を製造する。
さらに、その鋼塊を熱間圧延し、形鋼、棒鋼などの鋼材
を製造する。製造物は、建設用資材、造船素材や建設
機械等の部品材料等、様々な事業者に出荷している。

鹿島製造所 314-0111 茨城県 神栖市南浜７番地 213,081,815 871,683,808 97,292,742 8.95

300175 ＪＦＥ条鋼株式会社 105-0004 東京都 港区新橋５‐１１‐３
代表取締役
渡邉誠

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、鋼塊を製造する。
さらに、その鋼塊を熱間圧延し、形鋼、棒鋼などの鋼材
を製造する。製造物は、建設用資材、造船素材や建設
機械等の部品材料等、様々な事業者に出荷している。

東部製造所 341-0034 埼玉県 三郷市新和３‐４３５‐１ 130,962,486 871,683,808 97,292,742 8.95

300175 ＪＦＥ条鋼株式会社 105-0004 東京都 港区新橋５‐１１‐３
代表取締役
渡邉誠

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、鋼塊を製造する。
さらに、その鋼塊を熱間圧延し、形鋼、棒鋼などの鋼材
を製造する。製造物は、建設用資材、造船素材や建設
機械等の部品材料等、様々な事業者に出荷している。

姫路製造所 672-8064 兵庫県 姫路市飾磨区細江１２８０番地 252,407,650 871,683,808 97,292,742 8.95

300175 ＪＦＥ条鋼株式会社 105-0004 東京都 港区新橋５‐１１‐３
代表取締役
渡邉誠

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、鋼塊を製造する。
さらに、その鋼塊を熱間圧延し、形鋼、棒鋼などの鋼材
を製造する。製造物は、建設用資材、造船素材や建設
機械等の部品材料等、様々な事業者に出荷している。

水島製造所 712-8074 岡山県 倉敷市水島川崎通１丁目 190,179,481 871,683,808 97,292,742 8.95

300176
千葉リバーメント株式会
社

260-0835 千葉県 千葉市中央区川崎町１番地
代表取締役社
長 鍵和田基

その他のセメ
ント製品製造
業

JFEスチール㈱の高炉より副生される水砕スラグを微粉
砕し、高炉微粉末（商品名：「リバーメント」、用途：高炉セ
メント生コン用混和材・地盤改良材）を製造

千葉リバーメント株式会社 260-0835 千葉県 千葉市中央区川崎町１番地 9,383,700 9,383,700 653,115 14.36

300177 埼北東洋株式会社 347-0004 埼玉県 加須市古川１－１－２
代表取締役専
務 青木芳文

冷蔵倉庫業 冷凍冷蔵貨物の入出庫及び出庫保管業務 埼北東洋株式会社 347-0004 埼玉県 加須市古川１－１－２ 5,477,628 5,477,628 736,030 7.44

300178 スルガ東洋株式会社 425-0052 静岡県 焼津市田尻２３０７
代表取締役常
務 田中達博

冷蔵倉庫業 冷凍冷蔵貨物の入庫及び出庫保管業務 スルガ東洋株式会社 425-0052 静岡県 焼津市田尻２３０７ 8,605,486 8,605,486 579,458 14.85

300180
有限会社 丸眞熱処理
工業

400-0116 山梨県 甲斐市玉川１５７８
代表取締役社
長 高木文人

金属熱処理業

電気炉を用いて、他より受け入れた金属製品、機械部品
を加熱、冷却する事で各種焼き入れ、焼き鈍し、浸炭焼
き入れなどの熱処理加工を行う。製造物は県内及び近
県の工作機械メーカー、自動車メーカー等様々な事業者
に出荷している。

(有)丸眞熱処理工業 400-0116 山梨県 甲斐市玉川１５７８ 3,641,019 3,641,019 611,297 5.95

300181 製鉄オキシトン株式会社 108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

取締役社長
杉山光

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造を行う。製造物は
国内の様々な事業者に出荷している。

広畑工場 671-1123 兵庫県 姫路市広畑区富士町１番地の４ 119,657,684 119,657,684 6,284,275 19.04

300182 ＪＦＥスチール株式会社 100-0011 東京都 千代田区内幸町二丁目２番３号
代表取締役社
長 柿木厚司

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、鋼塊を製造する。
さらに、その鋼塊を熱間圧延し、棒鋼、線材などの鋼材
を製造する。 製造物は、建設用資材、自動車や建設機
械等の部品材料等、様々な事業者に出荷している。

仙台製造所 983-0001 宮城県
仙台市宮城野区港一丁目６番１
号

458,565,500 458,565,500 58,749,926 7.80

300183
株式会社アイメタルテク
ノロジー

300-0015 茨城県 土浦市北神立町４番２
代表取締役
水谷春樹

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉等を用いて溶解した鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、
冷却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製
造物は国内の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷
している。

土浦工場 300-0015 茨城県 土浦市北神立町４番２ 66,985,392 256,522,391 44,711,073 5.73
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300183
株式会社アイメタルテク
ノロジー

300-0015 茨城県 土浦市北神立町４番２
代表取締役
水谷春樹

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉等を用いて溶解した鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、
冷却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製
造物は国内の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷
している。

北茨城工場 319-1541 茨城県 北茨城市磯原町磯原１１３０番６ 100,514,220 256,522,391 44,711,073 5.73

300183
株式会社アイメタルテク
ノロジー

300-0015 茨城県 土浦市北神立町４番２
代表取締役
水谷春樹

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉等を用いて溶解した鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、
冷却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製
造物は国内の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷
している。

北上工場 024-0335 岩手県
北上市和賀町後藤２地割１０６
番地６

87,318,600 256,522,391 44,711,073 5.73

300183
株式会社アイメタルテク
ノロジー

300-0015 茨城県 土浦市北神立町４番２
代表取締役
水谷春樹

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉等を用いて溶解した鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、
冷却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製
造物は国内の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷
している。

宍倉製造所 300-0121 茨城県 かすみがうら市宍倉４２５８－７ 1,704,179 256,522,391 44,711,073 5.73

300184 日本結晶光学株式会社 374-0047 群馬県 館林市野辺町８１０番地の５
代表取締役社
長 吉田忠弘

その他の無機
化学工業製品
製造業

電気炉を用いて熔解したフッ化カルシウムをゆっくり冷却
することにより結晶を成長させる。特殊なレンズ材料とし
て国内外のレンズメーカーに出荷している。

上尾工場 362-0025 埼玉県
上尾市大字上尾下字上原１０１
３－１

11,098,455 11,528,876 1,683,648 6.84

300185 京王製紙株式会社 417-0026 静岡県 富士市南町４番４号
代表取締役
齊藤幸秀

板紙製造業
パルプ・古紙を水、薬品等を用いてモーターで攪拌して
繊維状にし、シート状にしたものを乾燥させて板紙を抄
造し、全国へ出荷している。

本社工場 417-0026 静岡県 富士市南町４番４号 4,565,202 4,565,202 707,938 6.44

300186 東洋冷蔵株式会社 135-0034 東京都 江東区永代２丁目３７番２８号
代表取締役社
長 佐藤理一

冷蔵倉庫業 冷凍鮪の超低温帯（-50℃以下）での保管。 第1冷蔵庫 424-0823 静岡県
静岡市清水区島崎町１７３番地
３

3,142,887 9,253,902 868,897 10.65

300186 東洋冷蔵株式会社 135-0034 東京都 江東区永代２丁目３７番２８号
代表取締役社
長 佐藤理一

冷蔵倉庫業 冷凍鮪の超低温帯（-50℃以下）での保管。 第2冷蔵庫 424-0823 静岡県
静岡市清水区島崎町１６１番地
の１３

3,187,172 9,253,902 868,897 10.65

300186 東洋冷蔵株式会社 135-0034 東京都 江東区永代２丁目３７番２８号
代表取締役社
長 佐藤理一

冷蔵倉庫業 冷凍鮪の超低温帯（-50℃以下）での保管。 第5冷蔵庫 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町飛島１９７
４番地の１０

1,351,432 9,253,902 868,897 10.65

300186 東洋冷蔵株式会社 135-0034 東京都 江東区永代２丁目３７番２８号
代表取締役社
長 佐藤理一

冷蔵倉庫業 冷凍鮪の超低温帯（-50℃以下）での保管。 第6冷蔵庫 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町飛島１９７
４番地の１４

1,572,411 9,253,902 868,897 10.65

300187
上越マテリアル株式会
社

942-0253 新潟県 上越市大字下名柄１６１８番地１
代表取締役社
長 小池作之

他に分類され
ないその他の
製造業

主に廃棄物のうち紙屑、木屑、廃プラスチックを主原料と
し、これらを破砕・選別・減容固化処理したＲＰＦ（固形燃
料）の製造、販売を行っている。産業分類上はその他製
造業。

吉川ＲＰＦ工場 949-3434 新潟県
上越市吉川区西野島５９０番地
１

1,679,300 1,679,300 220,932 7.60

300188
株式会社横浜都市みら
い

224-0006 神奈川県
横浜市都筑区荏田東４－１０－
４

代表取締役社
長 安達哲郎

熱供給業
熱供給プラントにてガス、電気などを用いて冷暖房等の
ための冷水・温水・蒸気を製造し、供給先建物へ配管を
通して熱を販売している。

南プラント 224-0006 神奈川県
横浜市都筑区荏田東４－１０－
４

4,826,262 5,774,927 833,918 6.92

300189 東亞合成株式会社 105-8419 東京都 港区西新橋１－１４－１
代表取締役社
長 髙村美己
志

無機化学工業
製品製造業

苛性ソーダ、苛性カリ、液体塩素、塩酸などの無機塩化
物、無機高純度品、硫酸、工業用ガス等の製造・販売を
行っている。製造物は、国内外の様々な事業者に出荷し
ている。

名古屋工場 455-0026 愛知県
名古屋市港区昭和町１７番地の
２３

169,633,167 169,753,061 11,588,182 14.64

300190 東亞合成株式会社 105-8419 東京都 港区西新橋１－１４－１
代表取締役社
長 髙村美己
志

ソーダ工業
苛性ソーダ、液体塩素、塩酸などの無機塩化物、無機高
純度品等の販売を行っている。製造物は、国内外の
様々な事業者に出荷している。

徳島工場 771-0188 徳島県
徳島市川内町中島５７５番地の
１

141,973,627 316,035,115 18,519,950 17.06

300190 東亞合成株式会社 105-8419 東京都 港区西新橋１－１４－１
代表取締役社
長 髙村美己
志

ソーダ工業
苛性ソーダ、液体塩素、塩酸などの無機塩化物、無機高
純度品等の販売を行っている。製造物は、国内外の
様々な事業者に出荷している。

横浜工場 230-0045 神奈川県
横浜市鶴見区末広町一丁目７
番地

174,061,488 316,035,115 18,519,950 17.06

300191
キョクヨー秋津冷蔵株式
会社

143-0002 東京都 大田区城南島２丁目６番１号
代表取締役社
長 西浜正幸

冷蔵倉庫業
主に冷蔵・冷凍水産物や畜産物、農産品の入庫・保管・
仕分・出庫作業を請け負う。取引先は、水産・畜産物等
を取り扱う商社及び食品会社となっている。

福岡事業所 812-0051 福岡県 福岡市東区箱崎ふ頭５－９－７ 2,681,503 6,565,282 1,058,975 6.19

300191
キョクヨー秋津冷蔵株式
会社

143-0002 東京都 大田区城南島２丁目６番１号
代表取締役社
長 西浜正幸

冷蔵倉庫業
主に冷蔵・冷凍水産物や畜産物、農産品の入庫・保管・
仕分・出庫作業を請け負う。取引先は、水産・畜産物等
を取り扱う商社及び食品会社となっている。

城南島事業所 143-0002 東京都 大田区城南島２－６－１ 1,817,599 6,565,282 1,058,975 6.19

300192 日新製鋼株式会社 100-8366 東京都 千代田区丸の内３－４－１
代表取締役社
長 栁川欽也

製鋼・製鋼圧
延業

合金鉄、スクラップなどを電気炉を用いて溶解し、精錬工
程を経て冷却し鋼片とする。この鋼片を熱間で圧延し熱
延鋼板とした後、冷間圧延、表面処理、造管などの追加
工程を経て様々なステンレス鋼製品の製造を行う。製造
物は、国内外の自動車メーカー、電機メーカー等、様々
な事業者に出荷している。

周南製鋼所 746-8666 山口県 周南市野村南町４９７６番地 767,530,043 975,089,117 167,232,678 5.83

300192 日新製鋼株式会社 100-8366 東京都 千代田区丸の内３－４－１
代表取締役社
長 栁川欽也

製鋼・製鋼圧
延業

合金鉄、スクラップなどを電気炉を用いて溶解し、精錬工
程を経て冷却し鋼片とする。この鋼片を熱間で圧延し熱
延鋼板とした後、冷間圧延、表面処理、造管などの追加
工程を経て様々なステンレス鋼製品の製造を行う。製造
物は、国内外の自動車メーカー、電機メーカー等、様々
な事業者に出荷している。

衣浦製造所 447-8610 愛知県 碧南市浜町１番地 154,079,396 975,089,117 167,232,678 5.83

300193 株式会社グリーンループ 439-0023 静岡県 菊川市三沢１５００番地１７７
代表取締役
小池忠敏

廃プラスチック
製品製造業

容器包装リサイクル法に基づき、市町村で回収されたプ
ラスチック製包装容器からポリエチレン(ＰＥ)、ポリプロピ
レン(ＰＰ)、ポリスチレン(ＰＳ)を選別回収し再生プラスチッ
クペレットを製造する工場です。

菊川工場 439-0023 静岡県 菊川市三沢１５００番地１７７ 10,258,758 10,258,758 1,317,422 7.78
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300194 東邦亜鉛株式会社 100-8207 東京都 千代田区丸の内１－８－２
代表取締役社
長 丸崎公康

亜鉛第1次製
錬・精製業

亜鉛精鉱を主体とした原料を製錬炉を用い硫黄を除去し
た後、湿式処理により不純物を取り除き、電解精製によ
り電気亜鉛らの金属製品を製造する。これらの金属製品
は、自動車の亜鉛めっき鋼板や電機製品向け材料とし
て出荷している。

安中製錬所 379-0115 群馬県 安中市中宿１４４３番地 364,647,407 375,691,868 36,804,451 10.20

300195 東邦亜鉛株式会社 100-8207 東京都 千代田区丸の内１－８－２
代表取締役社
長 丸崎公康

その他の非鉄
金属第2次製
錬・精製業（非
鉄金属合金製
造業を含む）

亜鉛を含む電炉ダストを主原料とし、含有する不純物を
乾式炉により除去した後、電熱蒸留炉を用い酸化亜鉛を
製造する。製造した酸化亜鉛は自動車タイヤの添加剤
向けなどに販売している。

小名浜製錬所 971-8101 福島県 いわき市小名浜字芳浜１０番地 74,829,229 74,829,229 5,276,467 14.18

300196 株式会社ＳＵＭＣＯ 105-8634 東京都 港区芝浦一丁目２番１号
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
橋本眞幸

その他のガラ
ス・同製品製
造業

クリーンな環境のもと、高純度石英粉を原材料とし、ルツ
ボ溶融炉、加工設備で、シリコン単結晶を製造する際に
使用される石英ガラス容器を製造、販売している。

ＪＳＱ事業部 010-0065 秋田県 秋田市茨島５－１４－３ 38,898,610 38,898,610 4,751,690 8.18

300197 株式会社ＳＵＭＣＯ 105-8634 東京都 港区芝浦一丁目２番１号
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
橋本眞幸

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、高純度シリコンを
溶融～結晶化～切断～超平坦研磨加工、一部は熱処
理・成膜処理した高純度シリコンウェーハを製造し、世界
の主要な半導体メーカに出荷している。

九州事業所 長浜工場 849-4271 佐賀県
伊万里市東山代町長浜８２６－
１

292,956,915 959,394,750 138,674,516 6.91

300197 株式会社ＳＵＭＣＯ 105-8634 東京都 港区芝浦一丁目２番１号
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
橋本眞幸

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、高純度シリコンを
溶融～結晶化～切断～超平坦研磨加工、一部は熱処
理・成膜処理した高純度シリコンウェーハを製造し、世界
の主要な半導体メーカに出荷している。

九州事業所 久原工場 849-4256 佐賀県 伊万里市山代町久原１－５２ 273,116,448 959,394,750 138,674,516 6.91

300197 株式会社ＳＵＭＣＯ 105-8634 東京都 港区芝浦一丁目２番１号
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
橋本眞幸

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、高純度シリコンを
溶融～結晶化～切断～超平坦研磨加工、一部は熱処
理・成膜処理した高純度シリコンウェーハを製造し、世界
の主要な半導体メーカに出荷している。

九州事業所 佐賀工場 849-0597 佐賀県
杵島郡江北町大字上小田２２０
１

136,524,145 959,394,750 138,674,516 6.91

300197 株式会社ＳＵＭＣＯ 105-8634 東京都 港区芝浦一丁目２番１号
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
橋本眞幸

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、高純度シリコンを
溶融～結晶化～切断～超平坦研磨加工、一部は熱処
理・成膜処理した高純度シリコンウェーハを製造し、世界
の主要な半導体メーカに出荷している。

米沢工場 992-1128 山形県 米沢市八幡原４－３１４６－１２ 205,796,378 959,394,750 138,674,516 6.91

300197 株式会社ＳＵＭＣＯ 105-8634 東京都 港区芝浦一丁目２番１号
代表取締役
会長兼ＣＥＯ
橋本眞幸

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、高純度シリコンを
溶融～結晶化～切断～超平坦研磨加工、一部は熱処
理・成膜処理した高純度シリコンウェーハを製造し、世界
の主要な半導体メーカに出荷している。

千歳工場 066-0051 北海道 千歳市泉沢１００７－１９６ 51,000,864 959,394,750 138,674,516 6.91

300198
ＧＳＩマルロンテックス株
式会社

252-0171 神奈川県 相模原市緑区与瀬１７９３番地
代表取締役
新川均

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

原糸メーカーより仕入れたゴム糸やスパンデックスに、ナ
イロンやポリエステルを被覆し、カバーリングヤーンとし
て弾性糸の加工を行う撚糸製造業です。 製品は、靴
下、パンティストッキング、繃帯などの国内を中心とした
多くのレッグメーカー等に納品しております。

山形工場 992-0115 山形県 米沢市梓川７３１ 6,480,818 7,143,450 1,248,332 5.72

300199 ＡＧＣ株式会社 100-8405 東京都 千代田区丸の内１－５－１
代表取締役
島村琢哉

ソーダ工業

原塩を電気分解することによって生産される苛性ソー
ダ、塩素、水素並びにケミカルチェーンで繋がる、それら
の誘導品、連産品の製造販売。 汎用性の高い基礎化学
品は様々な産業で使用され、また誘導品は自動車、建
築、電子、ディスプレイ、医薬品など幅広い産業で活用さ
れている。

千葉工場 290-8566 千葉県 市原市五井海岸１０ 531,464,586 993,298,839 134,725,492 7.37

300199 ＡＧＣ株式会社 100-8405 東京都 千代田区丸の内１－５－１
代表取締役
島村琢哉

ソーダ工業

原塩を電気分解することによって生産される苛性ソー
ダ、塩素、水素並びにケミカルチェーンで繋がる、それら
の誘導品、連産品の製造販売。 汎用性の高い基礎化学
品は様々な産業で使用され、また誘導品は自動車、建
築、電子、ディスプレイ、医薬品など幅広い産業で活用さ
れている。

鹿島工場 314-0195 茨城県 神栖市東和田２５ 441,029,907 993,298,839 134,725,492 7.37

300199 ＡＧＣ株式会社 100-8405 東京都 千代田区丸の内１－５－１
代表取締役
島村琢哉

ソーダ工業

原塩を電気分解することによって生産される苛性ソー
ダ、塩素、水素並びにケミカルチェーンで繋がる、それら
の誘導品、連産品の製造販売。 汎用性の高い基礎化学
品は様々な産業で使用され、また誘導品は自動車、建
築、電子、ディスプレイ、医薬品など幅広い産業で活用さ
れている。

大網白里鉱業所 299-3211 千葉県 大網白里市細草９４０ 19,657,482 993,298,839 134,725,492 7.37

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

石神プラント 297-0058 千葉県 茂原市石神９７－１ 1,205,786 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

堀田プラント 297-0144 千葉県 長生郡長南町市野々９５０ 1,016,832 45,258,616 5,297,203 8.54
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300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

市原基地 290-0012 千葉県 市原市藤井４－１１３ 1,849,320 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

向島プラント 299-4402 千葉県 長生郡睦沢町川島１９４５ 1,225,889 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

妙楽寺プラント 299-4424 千葉県 長生郡睦沢町妙楽寺２３９１－１ 1,137,757 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

大芝工場 297-0033 千葉県 茂原市大芝４４４－１ 4,381,247 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

八積工場 297-0033 千葉県 茂原市大芝１３６５ 4,043,602 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

藤波プラント 298-0202 千葉県
夷隅郡大多喜町下大多喜３９５
４

1,044,574 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

小土呂プラント 298-0201 千葉県
夷隅郡大多喜町小土呂１１５１
－１

1,194,946 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

小生田プラント 297-0144 千葉県 長生郡長南町市野々２９９２－１ 1,156,137 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

須賀谷プラント 298-0106 千葉県 いすみ市須賀谷２２６６ 1,297,270 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

ＮＲ－７吉倉基地 286-0133 千葉県 成田市吉倉１９５－２ 1,142,290 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

市部プラント 298-0201 千葉県
夷隅郡大多喜町小土呂１７４１
－１

1,083,603 45,258,616 5,297,203 8.54

300200 株式会社合同資源 104-0031 東京都 中央区京橋二丁目１２番６号
代表取締役社
長 舘良男

その他の無機
化学工業製品
製造業

千葉県内の各採取プラントで、坑井により地下から汲み
上げたかん水を、パイプラインでヨウ素工場に集め、ヨウ
素を製造し，同敷地内の化合物工場で無機ヨウ素化合
物も製造しております。各製品は商社を通じ、国内・国外
のユーザーへ、造影剤、医薬品、偏光フィルム等の原料
として販売しております。

千田プラント 297-0115 千葉県 長生郡長南町千田１２５５ 2,233,718 45,258,616 5,297,203 8.54
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300201 西蒲原土地改良区 950-0041 新潟県 新潟市西蒲区巻甲５４８１－１
理事長 濵田
佐登之

穀作サービス
業

農業用用排水施設の維持管理を行い、管内３市村、組
合員14,249名、受益面積19,617haの農地の灌漑排水を
行っている。

旧木山川排水機場 959-0504 新潟県
新潟市西蒲区横戸字浦田３６０
番地地先

1,613,870 23,040,655 3,400,670 6.77

300201 西蒲原土地改良区 950-0041 新潟県 新潟市西蒲区巻甲５４８１－１
理事長 濵田
佐登之

穀作サービス
業

農業用用排水施設の維持管理を行い、管内３市村、組
合員14,249名、受益面積19,617haの農地の灌漑排水を
行っている。

鎧潟排水機場 959-0521 新潟県
新潟市西蒲区矢島７９５番地国
有地

1,742,445 23,040,655 3,400,670 6.77

300201 西蒲原土地改良区 950-0041 新潟県 新潟市西蒲区巻甲５４８１－１
理事長 濵田
佐登之

穀作サービス
業

農業用用排水施設の維持管理を行い、管内３市村、組
合員14,249名、受益面積19,617haの農地の灌漑排水を
行っている。

西川補給大通揚水機場 953-0061 新潟県
新潟市西蒲区馬堀字蓮原６００
３番地５

1,112,054 23,040,655 3,400,670 6.77

300201 西蒲原土地改良区 950-0041 新潟県 新潟市西蒲区巻甲５４８１－１
理事長 濵田
佐登之

穀作サービス
業

農業用用排水施設の維持管理を行い、管内３市村、組
合員14,249名、受益面積19,617haの農地の灌漑排水を
行っている。

西川補給曽根揚水機場 959-0422 新潟県
新潟市西蒲区曽根字谷地４０２
５番地

1,842,190 23,040,655 3,400,670 6.77

300202 浜松熱供給株式会社 430-7718 静岡県
浜松市中区板屋町１１１番地の
２ 浜松アクトタワー１８階

代表取締役社
長 佐々富士
男

熱供給業
冷凍機、ヒートポンプ、蒸気ボイラにより冷水、温水、蒸
気を製造し、アクトタワーを中心とした地域に供給してい
る。

浜松熱供給センター 430-0929 静岡県
浜松市中区中央３丁目１２番１
号

5,463,042 5,463,042 839,447 6.50

300203 鹿島電解株式会社 314-0102 茨城県 神栖市東和田３番地
代表取締役社
長 宮島正紀

ソーダ工業

原料塩を飽和状態まで溶解後、大量の電気を使用し、
電気分解させ、塩素ガス、か性ソーダを製造販売する。
製造物は塩ビ樹脂の原料等、多岐にわたって使用され
る。

鹿島工場 314-0102 茨城県 神栖市東和田３番地 157,405,301 157,405,301 10,927,951 14.40

300204 株式会社佐々木鋳工所 313-0114 茨城県 常陸太田市箕町１０７５－１２
代表取締役社
長 佐々木正

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、
冷却・整形する事で各種鋳造品の製造を行う。 製造物
は国内の工作機メーカー等、様々な事業所に出荷してい
る。

株式会社佐々木鋳工所 313-0114 茨城県 常陸太田市箕町１０７５－１２ 5,448,216 5,448,216 956,532 5.69

300205 野岩鉄道株式会社 321-2521 栃木県 日光市藤原 ３２６－３
代表取締役社
長 佐久間弘
之

普通鉄道業

福島・栃木両県ならびに関係地方自治体、民間企業によ
る第3セクター方式により運営されており、東武鉄道・会
津鉄道との相互乗り入れを行い浅草～会津田島間で電
車の直通運転を行っている。

野岩鉄道株式会社 321-2521 栃木県 日光市藤原 ３２６－３ 2,292,855 2,292,855 312,415 7.33

300206 日本電解株式会社 308-0851 茨城県 筑西市下江連１２２６
代表取締役社
長 中島英雅

伸銅品製造業
銅材を溶解して直流製箔機にて銅箔製造後、表面処理
して裁断を行う。製造物は電機メーカー等、様々な事業
者に出荷している。

日本電解株式会社 308-0851 茨城県 筑西市下江連１２２６番地 61,475,016 61,475,016 7,800,201 7.88

300207 東洋鋳工株式会社 332-0011 埼玉県 川口市元郷１－３２－１５
代表取締役
松尾幹俊

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで、各鋳物製品の製造を行う。 製造
物は、国内の自動車部品、船舶及び産業機械等、様々
な業者に出荷している。

本社 332-0011 埼玉県 川口市元郷１－３２－１５ 2,920,231 2,920,231 516,587 5.65

300208
新宿南エネルギーサー
ビス株式会社

151-0053 東京都
渋谷区代々木二丁目１番１号
マインズタワー１６階

代表取締役社
長 有川貞久

熱供給業
熱供給事業法の許可を受け、新宿南口地区への熱供給
事業を運営している。

西エネルギーセンター 151-0053 東京都
渋谷区代々木二丁目１番１号新
宿マインズタワーＢ３階

10,982,963 21,907,885 3,133,452 6.99

300208
新宿南エネルギーサー
ビス株式会社

151-0053 東京都
渋谷区代々木二丁目１番１号
マインズタワー１６階

代表取締役社
長 有川貞久

熱供給業
熱供給事業法の許可を受け、新宿南口地区への熱供給
事業を運営している。

東エネルギーセンター 151-0051 東京都
渋谷区千駄ヶ谷五丁目２４番２
号タイムズスクエアビルアネック
スＢ４階

10,924,922 21,907,885 3,133,452 6.99

300209
オン・セミコンダクター新
潟㈱新潟工場

947-8502 新潟県 小千谷市千谷甲３０００番地
代表取締役社
長 春日井宏
明

集積回路製造
業

シリコンウェハ上に半導体集積回路を形成する前工程
製造及び販売

ｵﾝ・ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ新潟㈱新潟
工場

947-8502 新潟県 小千谷市千谷甲３０００番地 119,473,278 119,473,278 14,957,991 7.98

300210
三菱電機インフォメー
ションネットワーク株式会
社

108-0023 東京都 港区芝浦４－６－８
取締役社長
堀口彰

その他の固定
電気通信業

安定した電力供給及び空調機能を備えた設備（データセ
ンター）にて、お客様のサーバやネットワーク機器を預か
り通信及び保守・運用サービスを提供。

第1データセンター 142-0043 東京都 品川区二葉２－９－１５ 10,214,236 33,385,492 2,166,385 15.41

300210
三菱電機インフォメー
ションネットワーク株式会
社

108-0023 東京都 港区芝浦４－６－８
取締役社長
堀口彰

その他の固定
電気通信業

安定した電力供給及び空調機能を備えた設備（データセ
ンター）にて、お客様のサーバやネットワーク機器を預か
り通信及び保守・運用サービスを提供。

第2データセンター 143-0006 東京都 大田区平和島６－５－１ 23,171,256 33,385,492 2,166,385 15.41

300211 ナンヨー株式会社 438-0233 静岡県 磐田市駒場４８２０
代表取締役
南陽良幸

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は、国内外の自動車メーカー、工作機械メーカー、産
業機械メーカー等、様々な事業者に出荷している。

本社工場 438-0233 静岡県 磐田市駒場４８２０ 2,199,458 2,199,458 274,645 8.00

300212 株式会社エコネコル 418-0111 静岡県 富士宮市山宮３５０７－１９
代表取締役
佐野文勝

他に分類され
ないその他の
製造業

軟質系プラスチック類や紙類等を利用し固形燃料を製造 RPF 418-0111 静岡県 富士宮市山宮３５０７－２５ 3,102,057 3,779,302 122,560 30.83

300213 シャインテック株式会社 431-0301 静岡県
湖西市新居町中之郷３０３５－２
１

代表取締役
田代政光

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は、国内の自動車部品メーカー等へ出荷している。

製造部鋳造課 431-0301 静岡県
湖西市新居町中之郷３０３５－２
１

8,868,917 8,868,917 956,151 9.27

300214 茨城県 310-8555 茨城県 水戸市笠原町９７８番６
茨城県知事
大井川和彦

産業廃棄物処
分業

那珂久慈流域下水道及び周辺の単独公共下水道から
発生する下水汚泥を、焼却炉を用いて集約的に処理し
ている。

那珂久慈浄化センター 312-0004 茨城県 ひたちなか市長砂１６３?８ 7,385,744 7,385,744 918,654 8.03

300215 那珂川統合土地改良区 310-0004 茨城県 水戸市青柳町４６７９番地
理事長 雨澤
誠

穀作サービス
業

１級河川那珂川を水源とし、揚水機場を稼働させ、用水
路を経て、農業を行うために必要な水を水田へ配水す
る。

下江戸揚水機場 311-0126 茨城県 那珂市下江１４６２ 3,200,839 4,845,143 258,961 18.70

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

霞ヶ浦事業所 300-0032 茨城県 土浦市湖北２－８－１ 19,882,458 190,822,792 10,932,455 17.45
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300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

中在家中継ポンプ場 660-0851 兵庫県 尼崎市中在家町１－１９ 1,101,033 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

能代事業所 016-0111 秋田県 能代市仁井田白山１２２ 1,551,375 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

酒田小牧事業所 998-0815 山形県 酒田市小牧南５丁野３０６ 2,089,070 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

守谷事業所 302-0117 茨城県 守谷市野木崎字沼田沖２３５ 3,822,556 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

黒磯事業所 325-0013 栃木県 那須塩原市鍋掛１０８５ 1,378,131 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

奥利根事業所 378-0024 群馬県 沼田市下川田町字宮塚１３０３ 2,384,235 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

群馬県央事業所 370-1127 群馬県 佐波郡玉村町上之手１８４６－１ 18,401,600 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

花見川事業所 261-0012 千葉県 千葉市美浜区磯辺８－２４－１ 39,267,768 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

木更津事業所 292-0838 千葉県 木更津市潮浜１－１９－１ 4,036,552 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

伊東事業所 414-0002 静岡県 伊東市湯川５７１－３ 2,499,763 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

富士東部事業所 417-0841 静岡県 富士市富士岡南２６０―１ 5,366,351 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

藤枝事業所 426-0021 静岡県 藤枝市城南３―２―１ 3,375,114 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

氷見事業所 935-0042 富山県 氷見市湖光２２６－１ 2,227,512 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

尼崎東部事業所 660-0837 兵庫県 尼崎市西松島町３２ 8,596,258 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

相生事業所 678-0041 兵庫県 相生市相生字小丸５３２７－１２ 2,425,713 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

防府事業所 747-0825 山口県 防府市新田字田否３４９ 3,899,952 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

下松事業所 744-0008 山口県 下松市新川４－１－１ 2,642,292 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

手繰ポンプ場 285-0854 千葉県 佐倉市上座９３１ 3,309,785 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

柏井ポンプ場 262-0048 千葉県 千葉市花見川区柏井３４４－１ 3,902,716 190,822,792 10,932,455 17.45
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300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

八千代ポンプ場 262-0001 千葉県 千葉市花見川区横戸町３３ 1,941,665 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

物井ポンプ場 284-0012 千葉県 四街道市物井小堤５６１番地 1,253,608 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

玉村南ポンプ場 370-1124 群馬県 佐波郡玉村町角渕１ 1,036,933 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

玉村北ポンプ場 370-1104 群馬県 佐波郡玉村町上福島４９３－１ 1,144,212 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

鹿島ポンプ場 285-0821 千葉県 佐倉市角来１７３６ 1,666,084 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

馬渡ポンプ場 312-0012 茨城県 ひたちなか市馬渡３９６０－１ 1,553,708 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

東海村ポンプ場 319-1113 茨城県 那珂郡東海村照沼１２７３－４ 1,975,559 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

富士西部事業所 416-0945 静岡県 富士市宮島１２６０ 5,897,433 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

一関事業所 021-0002 岩手県 一関市中里字南谷起６－４ 1,954,878 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

鬼怒川事業所 321-2403 栃木県 日光市町谷１８１８ 2,207,175 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

北那須事業所 324-0022 栃木県 大田原市宇田川１７９０－１ 2,421,247 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

那珂久慈事業所 312-0004 茨城県 ひたちなか市長砂１６３－８ 10,896,440 190,822,792 10,932,455 17.45

300216
株式会社ウォーターエー
ジェンシー

162-0813 東京都 新宿区東五軒町３番２５号
代表取締役社
長 榊原秀明

下水道処理施
設維持管理業

上下水道施設を機能させるために必要な運転操作業
務、保守点検業務、電力調達業務、消耗品調達業務、
法定検査業務、小修繕業務等を包括した民間委託業務

利根事業所 300-1622 茨城県 北相馬郡利根町布川３ 22,170,678 190,822,792 10,932,455 17.45

300217 しなの液酸株式会社 390-1701 長野県 松本市梓川倭 ４０００番地１
代表取締役社
長 光村公介

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料の空気を極低温に冷却し、沸点の差を利用して分
離した液化酸素と液化窒素を製品として液化ガスロー
リーに充填出荷する。

本社工場 390-1701 長野県 松本市梓川倭 ４０００番地１ 16,035,853 16,035,853 419,991 38.18

300218 東京製鐵株式会社 100-0013 東京都
千代田区霞が関三丁目７番１号
霞が関東急ビル１５階

代表取締役社
長 西本利一

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉により溶解し、圧延することにより
各種鉄鋼製品を製造している。また、製造した鉄鋼製品
を建設や製造業等の需要家に向けて、主として商社を
通じて販売している。

田原工場 441-3436 愛知県 田原市白浜二号１番３ 595,929,350 1,677,293,357 164,137,568 10.21

300218 東京製鐵株式会社 100-0013 東京都
千代田区霞が関三丁目７番１号
霞が関東急ビル１５階

代表取締役社
長 西本利一

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉により溶解し、圧延することにより
各種鉄鋼製品を製造している。また、製造した鉄鋼製品
を建設や製造業等の需要家に向けて、主として商社を
通じて販売している。

岡山工場 712-8055 岡山県 倉敷市南畝四丁目１番１号 372,547,627 1,677,293,357 164,137,568 10.21

300218 東京製鐵株式会社 100-0013 東京都
千代田区霞が関三丁目７番１号
霞が関東急ビル１５階

代表取締役社
長 西本利一

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉により溶解し、圧延することにより
各種鉄鋼製品を製造している。また、製造した鉄鋼製品
を建設や製造業等の需要家に向けて、主として商社を
通じて販売している。

九州工場 808-0109 福岡県
北九州市若松区南二島三丁目
５番１号

433,476,000 1,677,293,357 164,137,568 10.21

300218 東京製鐵株式会社 100-0013 東京都
千代田区霞が関三丁目７番１号
霞が関東急ビル１５階

代表取締役社
長 西本利一

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉により溶解し、圧延することにより
各種鉄鋼製品を製造している。また、製造した鉄鋼製品
を建設や製造業等の需要家に向けて、主として商社を
通じて販売している。

宇都宮工場 321-3231 栃木県
宇都宮市清原工業団地１１番地
１

275,340,380 1,677,293,357 164,137,568 10.21

300220 ニチコン製箔株式会社 398-0003 長野県 大町市社８２２４番地１
代表取締役
手塚修司

抵抗器・コン
デンサ・変成
器・複合部品
製造業

アルミ電解コンデンサ用電極箔を製造し、国内外のコン
デンサ製造工場に供給しております。

大町工場 398-0003 長野県 大町市社８２２４番地１ 72,584,484 520,945,124 17,497,889 29.77
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300220 ニチコン製箔株式会社 398-0003 長野県 大町市社８２２４番地１
代表取締役
手塚修司

抵抗器・コン
デンサ・変成
器・複合部品
製造業

アルミ電解コンデンサ用電極箔を製造し、国内外のコン
デンサ製造工場に供給しております。

富田工場 912-0805 福井県
大野市土布子４字青島２４－１１
番地ニチコンテクノロジーセン
ター内

448,360,640 520,945,124 17,497,889 29.77

300221
東邦チタニウム株式会
社

253-8510 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－３－５
代表取締役社
長 西山佳宏

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

原料(主成分TiO2)を塩素と反応させて四塩化ﾁﾀﾝ(TiCl4)
を製造し、電気炉でﾏｸﾞﾈｼｳﾑとTiCl4を反応させﾁﾀﾝ(形
状がｽﾎﾟﾝｼﾞ状よりｽﾎﾟﾝｼﾞﾁﾀﾝと呼ぶ)を精製。ﾁﾀﾝ精製時
の副生物である塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(MgCl2)を電解槽で電気分
解して塩素とﾏｸﾞﾈｼｳﾑに分離させ、再度精製工程で使
用する。 精製したｽﾎﾟﾝｼﾞﾁﾀﾝを電気溶解炉で溶かし、鋳
型に流し込んで冷却し、ﾁﾀﾝｲﾝｺﾞｯﾄを製造する。 ｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾁﾀﾝ及びﾁﾀﾝｲﾝｺﾞｯﾄは国内外のﾁﾀﾝ展伸材ﾒｰｶｰ等に出
荷している。

本社・茅ヶ崎工場 253-8510 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－３－５ 142,890,571 383,881,481 33,261,057 11.54

300221
東邦チタニウム株式会
社

253-8510 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－３－５
代表取締役社
長 西山佳宏

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

原料(主成分TiO2)を塩素と反応させて四塩化ﾁﾀﾝ(TiCl4)
を製造し、電気炉でﾏｸﾞﾈｼｳﾑとTiCl4を反応させﾁﾀﾝ(形
状がｽﾎﾟﾝｼﾞ状よりｽﾎﾟﾝｼﾞﾁﾀﾝと呼ぶ)を精製。ﾁﾀﾝ精製時
の副生物である塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(MgCl2)を電解槽で電気分
解して塩素とﾏｸﾞﾈｼｳﾑに分離させ、再度精製工程で使
用する。 精製したｽﾎﾟﾝｼﾞﾁﾀﾝを電気溶解炉で溶かし、鋳
型に流し込んで冷却し、ﾁﾀﾝｲﾝｺﾞｯﾄを製造する。 ｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾁﾀﾝ及びﾁﾀﾝｲﾝｺﾞｯﾄは国内外のﾁﾀﾝ展伸材ﾒｰｶｰ等に出
荷している。

若松工場 808-0021 福岡県
北九州市若松区響町１－６２－
１

238,504,320 383,881,481 33,261,057 11.54

300221
東邦チタニウム株式会
社

253-8510 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－３－５
代表取締役社
長 西山佳宏

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

原料(主成分TiO2)を塩素と反応させて四塩化ﾁﾀﾝ(TiCl4)
を製造し、電気炉でﾏｸﾞﾈｼｳﾑとTiCl4を反応させﾁﾀﾝ(形
状がｽﾎﾟﾝｼﾞ状よりｽﾎﾟﾝｼﾞﾁﾀﾝと呼ぶ)を精製。ﾁﾀﾝ精製時
の副生物である塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(MgCl2)を電解槽で電気分
解して塩素とﾏｸﾞﾈｼｳﾑに分離させ、再度精製工程で使
用する。 精製したｽﾎﾟﾝｼﾞﾁﾀﾝを電気溶解炉で溶かし、鋳
型に流し込んで冷却し、ﾁﾀﾝｲﾝｺﾞｯﾄを製造する。 ｽﾎﾟﾝｼﾞ
ﾁﾀﾝ及びﾁﾀﾝｲﾝｺﾞｯﾄは国内外のﾁﾀﾝ展伸材ﾒｰｶｰ等に出
荷している。

日立工場 317-0055 茨城県 日立市宮田町３４５３ 2,486,590 383,881,481 33,261,057 11.54

300222 ㈱フナヒョウ 273-0014 千葉県 船橋市高瀬町６６－５
代表取締役
田久保渡

製氷業
アイス缶製法により製氷し、砕氷・選別・計量・袋詰めを
することで各種袋詰氷製造を行う。製造物は飲食店・問
屋等に販売している。

(株)フナヒョウ 273-0014 千葉県 船橋市高瀬町６６－５ 2,273,658 2,273,658 310,466 7.32

300223 森川産業株式会社 387-0015 長野県 千曲市鋳物師屋１５０
代表取締役社
長 森川潤一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを生型造型及び消
失模型造型した鋳型に注ぎ、冷却、整形を行い、一部機
械加工を行って各種鋳物製品の製造を行っている。鋳造
製品は自動車メーカー等に出荷している。

本社工場 387-0015 長野県 千曲市鋳物師屋１５０ 20,166,984 20,602,223 3,525,589 5.84

300224
東京空港冷暖房株式会
社

144-0041 東京都 大田区羽田空港三丁目５番９号
代表取締役社
長 丸山博

熱供給業
電動ターボ冷凍機及び吸収式冷凍機を用いて冷水を生
産。ボイラーを用いて蒸気の生産をおこない、地域導管
を通じて各需要家へ熱を供給している。

エネルギーセンター 144-0041 東京都 大田区羽田空港三丁目５番９号 31,111,407 31,111,407 4,052,710 7.67

300225 三喜鍛工株式会社 955-0055 新潟県 三条市塚野目２１５３－３
代表取締役
駒形羊一

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉を用いて加熱した鉄材を空気圧ハンマーでプレス
成型することにより、自動車部品の製造を行う。 製造物
は国内の自動車メーカーに出荷している。

三喜鍛工株式会社 955-0055 新潟県 三条市塚野目２１５３－３ 1,746,610 1,746,610 248,660 7.02

300226 日本電子工業株式会社 252-0239 神奈川県
相模原市中央区中央３－１４－
７

代表取締役
竹内博次

金属熱処理業

１．高周波誘導加熱により、金属製品の表面を変態点以
上に加熱し、急冷することにより、金属表面の硬化を行
う。 ２．窒素雰囲気中で、金属製品に低温プラズマを発
生させ、金属表面を窒化することにより、硬化させる。
３．チタンやアルミ等を真空中（窒素雰囲気中）で蒸発さ
せ、金属製品の表面に蒸着させことによる表面改質を行
う。 製品は自動車部品、造船部品、建設機器部品など
多種に及ぶ。

相模原工場 252-0212 神奈川県
相模原市中央区宮下３－１０－
１４

4,411,166 18,267,267 3,073,412 5.94

300226 日本電子工業株式会社 252-0239 神奈川県
相模原市中央区中央３－１４－
７

代表取締役
竹内博次

金属熱処理業

１．高周波誘導加熱により、金属製品の表面を変態点以
上に加熱し、急冷することにより、金属表面の硬化を行
う。 ２．窒素雰囲気中で、金属製品に低温プラズマを発
生させ、金属表面を窒化することにより、硬化させる。
３．チタンやアルミ等を真空中（窒素雰囲気中）で蒸発さ
せ、金属製品の表面に蒸着させことによる表面改質を行
う。 製品は自動車部品、造船部品、建設機器部品など
多種に及ぶ。

名古屋工場 470-1141 愛知県 豊明市阿野町池下８０－１ 3,525,518 18,267,267 3,073,412 5.94

300226 日本電子工業株式会社 252-0239 神奈川県
相模原市中央区中央３－１４－
７

代表取締役
竹内博次

金属熱処理業

１．高周波誘導加熱により、金属製品の表面を変態点以
上に加熱し、急冷することにより、金属表面の硬化を行
う。 ２．窒素雰囲気中で、金属製品に低温プラズマを発
生させ、金属表面を窒化することにより、硬化させる。
３．チタンやアルミ等を真空中（窒素雰囲気中）で蒸発さ
せ、金属製品の表面に蒸着させことによる表面改質を行
う。 製品は自動車部品、造船部品、建設機器部品など
多種に及ぶ。

名古屋第二工場 470-1101 愛知県 豊明市沓掛町掛下２１－１ 7,043,554 18,267,267 3,073,412 5.94
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300226 日本電子工業株式会社 252-0239 神奈川県
相模原市中央区中央３－１４－
７

代表取締役
竹内博次

金属熱処理業

１．高周波誘導加熱により、金属製品の表面を変態点以
上に加熱し、急冷することにより、金属表面の硬化を行
う。 ２．窒素雰囲気中で、金属製品に低温プラズマを発
生させ、金属表面を窒化することにより、硬化させる。
３．チタンやアルミ等を真空中（窒素雰囲気中）で蒸発さ
せ、金属製品の表面に蒸着させことによる表面改質を行
う。 製品は自動車部品、造船部品、建設機器部品など
多種に及ぶ。

豊中工場 561-0845 大阪府 豊中市利倉３－１３－１ 2,485,119 18,267,267 3,073,412 5.94

300227 ＤＯＷＡメタル株式会社 438-0125 静岡県 磐田市松之木島７６７番地
代表取締役社
長 鬼王孝志

伸銅品製造業

電気炉を用いて溶解した銅スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却し各種ケークを圧延して板状にした後めっき加工・プレ
ス加工・切断までを施した伸銅品の製造を行う。製造物
は、国内外の産業機械メーカーのインバータに使用され
る金属材料、自動車・携帯電話・家電製品向けコネクタ
材料等、様々な事業者に出荷している。

ＤＯＷＡメタル株式会社 438-0125 静岡県 磐田市松之木島７６７番地 70,804,076 70,804,076 7,900,026 8.96

300228 新洋酸素株式会社 370-0313 群馬県 太田市新田反町町３３７
代表取締役社
長 逸見正

圧縮ガス・液
化ガス製造業

大気を原料に圧縮機で空気を圧縮して、液化し、沸点の
差を利用して、酸素･窒素・アルゴンの産業ガス製造を行
う。 製品は、鉄鋼・半導体関係・医療用等、さまざまな分
野で使用される。

新田工場 370-0313 群馬県 太田市新田反町町３３７ 125,084,376 125,084,376 1,954,816 63.98

300229
株式会社野村総合研究
所

100-0004 東京都 千代田区大手町１－９－２
代表取締役社
長 此本臣吾

情報処理サー
ビス業

ユーザー企業の情報及び情報機器を預かり、その保守・
運用サービスを提供する。

大阪データセンター 559-0034 大阪府
大阪市住之江区南港北１－１－
２３

17,554,682 103,814,825 9,087,488 11.42

300229
株式会社野村総合研究
所

100-0004 東京都 千代田区大手町１－９－２
代表取締役社
長 此本臣吾

情報処理サー
ビス業

ユーザー企業の情報及び情報機器を預かり、その保守・
運用サービスを提供する。

大阪第二データセンター 567-0086 大阪府 茨木市彩都やまぶき５－４－１ 10,306,580 103,814,825 9,087,488 11.42

300229
株式会社野村総合研究
所

100-0004 東京都 千代田区大手町１－９－２
代表取締役社
長 此本臣吾

情報処理サー
ビス業

ユーザー企業の情報及び情報機器を預かり、その保守・
運用サービスを提供する。

東京第一データセンター 206-0042 東京都 多摩市山王下２－２－１ 24,970,488 103,814,825 9,087,488 11.42

300229
株式会社野村総合研究
所

100-0004 東京都 千代田区大手町１－９－２
代表取締役社
長 此本臣吾

情報処理サー
ビス業

ユーザー企業の情報及び情報機器を預かり、その保守・
運用サービスを提供する。

横浜第二データセンター 224-0032 神奈川県
横浜市都築区茅ヶ崎中央３７－
１６

24,717,432 103,814,825 9,087,488 11.42

300229
株式会社野村総合研究
所

100-0004 東京都 千代田区大手町１－９－２
代表取締役社
長 此本臣吾

情報処理サー
ビス業

ユーザー企業の情報及び情報機器を預かり、その保守・
運用サービスを提供する。

横浜第一データセンター 240-0005 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区神戸町１２９
－６

26,265,643 103,814,825 9,087,488 11.42

300230
セイコーエプソン株式会
社

392-8502 長野県 諏訪市大和三丁目３番５号
代表取締役社
長 碓井稔

集積回路製造
業

半導体集積回路、薄膜集積回路及び混成集積回路の
製造並びに組立

酒田事業所 998-0194 山形県
酒田市大字十里塚字村東山１６
６－３

184,176,465 190,658,325 30,247,781 6.30

300231
セイコーエプソン株式会
社

392-8502 長野県 諏訪市大和三丁目３番５号
代表取締役社
長 碓井稔

精密測定器製
造業

加速度計等の製造 富士見事業所 399-0293 長野県 諏訪郡富士見町富士見２８１ 30,771,514 30,771,514 1,642,164 18.73

300232
日本海エル・エヌ・ジー
株式会社

957-0195 新潟県
北蒲原郡聖籠町東港１丁目１６
１２番地３２

取締役社長
武田眞二

ガス製造工場
電気事業者およびガス事業者から、LNGの受入・貯蔵・
出荷・気化および気化ガスの払出に関する業務を委託し
ている。

日本海エル・エヌ・ジー株式
会社

957-0195 新潟県
北蒲原郡聖籠町１丁目東港１６
１２番地３２

86,331,555 86,331,555 8,388,288 10.29

300234
浜松熱処理工業株式会
社

430-0841 静岡県 浜松市南区寺脇町７１８
代表取締役社
長 金子典生

金属熱処理業

二輪部品、四輪部品及び機械部品を中心とした下記の
熱処理加工及び金属表面処理加工 １．浸炭・浸炭窒化
処理  ２．イソナイト処理  ３．ガス軟窒化処理 ４．プラ
ズマ窒化処理  ５．ショットピーニング処理 ６．その他熱
処理表面処理

本社・浜松工場 430-0841 静岡県 浜松市南区寺脇町７１８番地 9,180,637 24,498,143 3,828,786 6.39

300234
浜松熱処理工業株式会
社

430-0841 静岡県 浜松市南区寺脇町７１８
代表取締役社
長 金子典生

金属熱処理業

二輪部品、四輪部品及び機械部品を中心とした下記の
熱処理加工及び金属表面処理加工 １．浸炭・浸炭窒化
処理  ２．イソナイト処理  ３．ガス軟窒化処理 ４．プラ
ズマ窒化処理  ５．ショットピーニング処理 ６．その他熱
処理表面処理

浸炭第二工場 430-0815 静岡県 浜松市南区都盛町１９６番地 4,018,582 24,498,143 3,828,786 6.39

300234
浜松熱処理工業株式会
社

430-0841 静岡県 浜松市南区寺脇町７１８
代表取締役社
長 金子典生

金属熱処理業

二輪部品、四輪部品及び機械部品を中心とした下記の
熱処理加工及び金属表面処理加工 １．浸炭・浸炭窒化
処理  ２．イソナイト処理  ３．ガス軟窒化処理 ４．プラ
ズマ窒化処理  ５．ショットピーニング処理 ６．その他熱
処理表面処理

西工場 431-1104 静岡県 浜松市西区桜台５丁目３番１号 5,273,770 24,498,143 3,828,786 6.39

300234
浜松熱処理工業株式会
社

430-0841 静岡県 浜松市南区寺脇町７１８
代表取締役社
長 金子典生

金属熱処理業

二輪部品、四輪部品及び機械部品を中心とした下記の
熱処理加工及び金属表面処理加工 １．浸炭・浸炭窒化
処理  ２．イソナイト処理  ３．ガス軟窒化処理 ４．プラ
ズマ窒化処理  ５．ショットピーニング処理 ６．その他熱
処理表面処理

細江工場 431-1304 静岡県
浜松市北区細江町中川６７３５
－２

2,429,474 24,498,143 3,828,786 6.39

300234
浜松熱処理工業株式会
社

430-0841 静岡県 浜松市南区寺脇町７１８
代表取締役社
長 金子典生

金属熱処理業

二輪部品、四輪部品及び機械部品を中心とした下記の
熱処理加工及び金属表面処理加工 １．浸炭・浸炭窒化
処理  ２．イソナイト処理  ３．ガス軟窒化処理 ４．プラ
ズマ窒化処理  ５．ショットピーニング処理 ６．その他熱
処理表面処理

富士工場 417-0826 静岡県
富士市中里字大坪新田添２６０
８－４１

3,595,680 24,498,143 3,828,786 6.39

300235 日本曹達株式会社 100-8165 東京都 千代田区大手町二丁目２番１号
代表取締役社
長 石井彰

無機化学工業
製品製造業

塩を主原料として電気分解により製造される苛性ソー
ダ、塩素、水素並びにそれらの誘導品として塩酸、次亜
塩素酸ソーダ、青化物等を扱っている事業です。これら
製品は紙パルプ、繊維、医薬、電子半導体等の幅広い
産業で原料として使用されています。

高岡工場 933-8507 富山県 高岡市向野本町３００番地 149,735,199 154,296,134 6,953,714 22.18
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300235 日本曹達株式会社 100-8165 東京都 千代田区大手町二丁目２番１号
代表取締役社
長 石井彰

無機化学工業
製品製造業

塩を主原料として電気分解により製造される苛性ソー
ダ、塩素、水素並びにそれらの誘導品として塩酸、次亜
塩素酸ソーダ、青化物等を扱っている事業です。これら
製品は紙パルプ、繊維、医薬、電子半導体等の幅広い
産業で原料として使用されています。

水島工場 711-0934 岡山県
倉敷市児島塩生字新浜２７６７
番地１２号

4,560,935 154,296,134 6,953,714 22.18

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

筑波ノースセンター 300-4247 茨城県 つくば市和台２８番 3,850,959 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

諏訪ガスセンター 399-0211 長野県
諏訪郡富士見町富士見２６８－
１

3,953,595 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

静岡工場 421-0302 静岡県
榛原郡吉田町川尻ボタ東４０３６
－３

26,123,089 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

三原ガスセンター 729-0473 広島県
三原市沼田西町小原２００番地
の９１

3,010,008 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

青海工場 949-0393 新潟県 糸魚川市大字青海２２０９ 29,578,160 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

京田辺ガスセンター 610-0343 京都府 京田辺市大住池ノ端５５－１２ 2,055,592 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

熊本ガスセンター 861-1116 熊本県 合志市福原字三ツ迫１－３３ 44,901,280 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

尼崎工場 661-8558 兵庫県 尼崎市南塚口町４丁目３－２３ 86,397,243 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

秋田ガスセンター 015-0064 秋田県 由利本荘市万願寺１－９ 13,749,893 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

千歳ガスセンター 066-8787 北海道 千歳市美々７５８－１７３ 4,136,200 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

舞鶴ガスセンター 625-0007 京都府 舞鶴市大波下小字浜田２５５ 7,523,614 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

直島ガスセンター 761-3110 香川県 香川郡直島町直島町４０４９－１ 68,186,793 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

東洋炭素香川ガスセンター 769-1102 香川県 三豊市詫間町松崎２７９１ 1,000,143 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

北海道恵庭工場 061-1405 北海道 恵庭市戸磯７６－２８ 10,369,848 638,344,938 37,009,608 17.24
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300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

東根ガスセンター 999-3701 山形県 東根市東根甲５６９３－５ 5,166,270 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

韮崎ガスセンター 407-0174 山梨県 韮崎市穂坂町三ツ沢６５０ 4,151,983 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

新潟工場 957-0101 新潟県
北蒲原郡聖籠町東港１－１６４
－４

22,286,708 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

名古屋工場 457-0801 愛知県
名古屋市南区丹後通５丁目１番
１２

4,470,759 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

東浦ガスセンター 470-2102 愛知県
知多郡東浦町緒川字上舟木５０
番地

30,001,890 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

四日市ガスセンター 512-0906 三重県 四日市市山之一色町８００番地 152,431,934 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

姫路ガスセンター 671-1561 兵庫県 揖保郡太子町鵤３００ 4,536,384 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

田原工場 441-3436 愛知県
田原市白浜２－１－３東京製鐵
（株）田原工場内

59,864,660 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

野洲ガスセンター 520-2362 滋賀県 野洲市市三宅８００番地 14,491,072 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

北上ガスセンター 024-0335 岩手県
北上市和賀町後藤２地割１０６
番地１６３

5,969,720 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

由利ガスセンター 018-0604 秋田県
由利本荘市西目町沼田字新道
下２番地の６５９

3,588,934 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

新発田αガスセンター 957-0028 新潟県
新発田市五十公野字山崎５２７
０

2,659,850 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

大日本印刷埼玉ガスセン
ター

354-0043 埼玉県 入間郡三芳町大字竹間沢３１１ 1,251,660 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

大日本印刷岡山ガスセン
ター

709-2121 岡山県 岡山市北区御津宇垣６４２－８ 4,397,130 638,344,938 37,009,608 17.24

300236
日本エア・リキード株式
会社

108-8509 東京都
港区芝浦３丁目４番１号グラン
パークタワー

代表取締役
矢原史朗

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造と水素発生装置に
て水素ガスの製造および各種原料から特殊ガスの圧縮
ガス・液化ガスの製造を行う。製造物は、国内の様々な
事業者に出荷している。

加賀ガスセンター 923-1201 石川県 能美市岩内町１－１ 14,949,260 638,344,938 37,009,608 17.24
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300237 昭和電工株式会社 105-8518 東京都 港区芝大門１－１３－９
代表取締役社
長 森川宏平

窒素質・りん
酸質肥料製造
業

都市ガスや廃プラスチックを主原料として、主としてアン
モニアを製造している。アンモニアの生産量は年間約10
万tであり、主に火力発電所の脱硝用途として販売して
いる。 製造工程においては、炭酸ガスや酸素・窒素・水
素などを副生しており、外販を行っている。また、それら
副生ガスを原料として半導体向け高純度ガスの製造・販
売を行っている。

川崎事業所(扇町) 210-0867 神奈川県 川崎市川崎区扇町５－１ 229,153,258 268,350,058 38,425,757 6.98

300237 昭和電工株式会社 105-8518 東京都 港区芝大門１－１３－９
代表取締役社
長 森川宏平

窒素質・りん
酸質肥料製造
業

都市ガスや廃プラスチックを主原料として、主としてアン
モニアを製造している。アンモニアの生産量は年間約10
万tであり、主に火力発電所の脱硝用途として販売して
いる。 製造工程においては、炭酸ガスや酸素・窒素・水
素などを副生しており、外販を行っている。また、それら
副生ガスを原料として半導体向け高純度ガスの製造・販
売を行っている。

川崎事業所(千鳥) 210-0865 神奈川県 川崎市川崎区千鳥町２－３ 39,196,800 268,350,058 38,425,757 6.98

300238 昭和電工株式会社 105-8518 東京都 港区芝大門１－１３－９
代表取締役社
長 森川宏平

合成ゴム製造
業

自製の塩素とブタジエンを主原料とし、クロロプレンゴム
を製造している。年間約2万tを製造しており、自動車部
品・一般工業用品・接着剤・スポンジ製品・建築用ゴム製
品・電線向けなどに販売を行っている。

川崎事業所(大川) 210-0858 神奈川県 川崎市川崎区大川町５－１ 101,668,500 101,668,500 9,695,099 10.48

300239 富士里和製紙株式会社 419-0203 静岡県 富士市鷹岡本町４番１９号
代表取締役
里和義政

機械すき和紙
製造業

古紙を原料として利用しパルパー・スクリーン等の離解・
粗選・精選工程を経てドライヤで高温乾燥後巻き取り原
紙として抄きあげます。原紙をリワインダーでログ小巻に
巻きなおしカッターで切断、包装、梱包後トイレットペー
パー製品として、国内の各地に出荷しています。

富士里和製紙株式会社 419-0203 静岡県 富士市鷹岡本町４番１９号 9,565,934 9,565,934 1,694,161 5.64

300240
アダマンド並木精密宝石
株式会社

123-8511 東京都 足立区新田３丁目８番２２号
代表取締役社
長 並木章二

ガラス製加工
素材製造業

サファイア基板の製造販売 山田工場 012-0055 秋田県 湯沢市山田字福島開３７２－１ 17,991,628 37,105,487 4,212,526 8.80

300240
アダマンド並木精密宝石
株式会社

123-8511 東京都 足立区新田３丁目８番２２号
代表取締役社
長 並木章二

ガラス製加工
素材製造業

サファイア基板の製造販売 秋田工場 012-0855 秋田県 湯沢市愛宕町４－６－５６ 4,168,587 37,105,487 4,212,526 8.80

300241 株式会社ナンシン工業 399-3705 長野県 上伊那郡飯島町七久保８５９
代表取締役
片桐良晃

工業用プラス
チック製品加
工業

グループ会社から樹脂を支給され、プラスチック製品を
加工。製品は樹脂支給元のグループ会社へ全量納入し
ている。

株式会社ナンシン工業 399-3705 長野県
上伊那郡飯島町七久保８５９番
地

1,715,778 1,715,778 230,798 7.43

300242 富士製紙協同組合 417-0803 静岡県 富士市桑崎５１２
理事長 山田
信英

産業廃棄物処
分業

製紙会社（組合員）から排出される産業廃棄物（ペー
パースラッジ）の焼却処理をおこない、再利用や処分を
おこなう。

富士製紙協同組合 417-0803 静岡県 富士市桑崎５１２ 7,636,203 7,636,203 1,328,545 5.74

300243 長野電子工業株式会社 387-8555 長野県 千曲市大字屋代１３９３番地
代表取締役社
長 市川和成

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

シリコンインゴットを、切断・熱処理・研磨等を経て、シリ
コンウェーハに加工する。完成したシリコンウェーハは、
半導体デバイスの原料として、国内外の半導体メーカー
に出荷される。

本社工場 387-8555 長野県 千曲市大字屋代１３９３ 56,136,112 78,213,944 13,766,529 5.68

300243 長野電子工業株式会社 387-8555 長野県 千曲市大字屋代１３９３番地
代表取締役社
長 市川和成

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

シリコンインゴットを、切断・熱処理・研磨等を経て、シリ
コンウェーハに加工する。完成したシリコンウェーハは、
半導体デバイスの原料として、国内外の半導体メーカー
に出荷される。

千曲工場 387-0001 長野県 千曲市大字雨宮３２５６ 22,077,832 78,213,944 13,766,529 5.68

300244
全国水産加工業協同組
合連合会

103-0013 東京都 中央区日本橋人形町１?９?２
代表理事会長
中山嘉昭

冷蔵倉庫業
冷媒圧縮装置を用いて、冷蔵倉庫内及び低温荷捌室を
冷却する事により、冷蔵貨物を保管し様々な顧客に「安
心・安全」を提供し保管サービスを提供している。

東北第一冷蔵庫 985-0001 宮城県 塩竈市新浜町３?２６?１０ 1,105,760 1,105,760 119,619 9.24

300245
東京臨海熱供給株式会
社

135-8071 東京都
江東区有明三丁目６番１１ ＴＦ
Ｔビル東館７階

代表取締役社
長 中西充

熱供給業

平成5年3月に熱供給事業法に基づく事業許可を受け、
平成7年10月から臨海副都心のオフィス、テレビ局、店
舗、病院、レジャー施設、展示場、ホテル、国の防災拠
点等の施設に冷暖房・給湯用の熱供給を行っています。

台場管理事務所 135-0091 東京都 港区台場二丁目３－２ 17,789,359 49,661,632 5,871,453 8.45

300245
東京臨海熱供給株式会
社

135-8071 東京都
江東区有明三丁目６番１１ ＴＦ
Ｔビル東館７階

代表取締役社
長 中西充

熱供給業

平成5年3月に熱供給事業法に基づく事業許可を受け、
平成7年10月から臨海副都心のオフィス、テレビ局、店
舗、病院、レジャー施設、展示場、ホテル、国の防災拠
点等の施設に冷暖房・給湯用の熱供給を行っています。

有明南管理事務所 135-0063 東京都 江東区有明三丁目７－２６ 16,807,743 49,661,632 5,871,453 8.45

300245
東京臨海熱供給株式会
社

135-8071 東京都
江東区有明三丁目６番１１ ＴＦ
Ｔビル東館７階

代表取締役社
長 中西充

熱供給業

平成5年3月に熱供給事業法に基づく事業許可を受け、
平成7年10月から臨海副都心のオフィス、テレビ局、店
舗、病院、レジャー施設、展示場、ホテル、国の防災拠
点等の施設に冷暖房・給湯用の熱供給を行っています。

青海南管理事務所 135-0064 東京都 江東区青海二丁目５－１０ 15,064,530 49,661,632 5,871,453 8.45

300246
昭和電工ガスプロダクツ
株式会社

212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町１３１０番地
代表取締役社
長 西村浩一

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料ガスを精製・圧縮して液化炭酸ガスを製造・販売し
ている。また炭酸ガスを固形化しドライアイスを成形・加
工して販売している。飲料・溶接・冷却等、幅広い用途を
持つ。

川崎工場 210-0867 神奈川県 川崎市川崎区扇町７－１ 45,107,800 55,941,757 9,663,065 5.78

300246
昭和電工ガスプロダクツ
株式会社

212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町１３１０番地
代表取締役社
長 西村浩一

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料ガスを精製・圧縮して液化炭酸ガスを製造・販売し
ている。また炭酸ガスを固形化しドライアイスを成形・加
工して販売している。飲料・溶接・冷却等、幅広い用途を
持つ。

四日市工場 510-0047 三重県 四日市市北納屋町９－１ 10,760,783 55,941,757 9,663,065 5.78

300248 ＫＤＤＩ株式会社 163-8003 東京都 新宿区西新宿二丁目３番２号
代表取締役社
長 髙橋 誠

ラジオ放送業
（衛星放送業
を除く）

短波無線に係る送信施設の工事・維持・運用 ＫＤＤＩ 八俣送信所 306-0112 茨城県 古河市東山田４４２８ 10,293,480 10,293,480 1,208,451 8.51
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300249 新都市熱供給株式会社 160-0023 東京都 新宿区西新宿６－６－２
代表取締役社
長 尾﨑勝

熱供給業
熱発生所（プラント）から導管で複数の建物等に冷房・暖
房等に使用する冷水・蒸気を供給している。

第1プラント 160-0023 東京都 新宿区西新宿６－６－２ 5,841,744 13,152,154 2,183,932 6.02

300249 新都市熱供給株式会社 160-0023 東京都 新宿区西新宿６－６－２
代表取締役社
長 尾﨑勝

熱供給業
熱発生所（プラント）から導管で複数の建物等に冷房・暖
房等に使用する冷水・蒸気を供給している。

第2プラント 160-0023 東京都 新宿区西新宿６－５－１ 6,608,483 13,152,154 2,183,932 6.02

300250 松崎商事株式会社 173-8543 東京都 板橋区中丸町４５番８号
代表取締役
松﨑久美子

他に分類され
ないその他の
製造業

紙くず・廃プラスチック類等より固形燃料ＲＰＦを製造し販
売する。 集荷した原料を破砕・成形処理して製造し、
ユーザーへ出荷。

岸和田S・R事業所 596-0011 大阪府 岸和田市木材町１０－１ 1,811,331 1,811,331 301,916 5.99

300251
ニチアスセラテック株式
会社

389-1211 長野県 上水内郡飯綱町大字牟礼３９６
代表取締役
大山英伸

ロックウール・
同製品製造業

ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原
料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。親
会社ニチアス株式会社ではロックウール製品をＭＧ製品
と名付け、耐火、断熱、防音を目的とし、ビル、工場、一
般住宅にいたるまで幅広い分野に提供しています。弊社
（ニチアス株式会社の子会社）では、ＭＧ製品のうち、高
層建築の鉄骨を守る巻き付け耐火被覆材「マキベエ」
と、一般住宅断熱材として住宅用ロックウール断熱材
「ホームマット」を製造しています。

本社・牟礼工場 389-1211 長野県 上水内郡飯綱町大字牟礼３９６ 19,938,232 19,938,232 3,095,322 6.44

300252 株式会社ハラダ製作所 203-0013 東京都 東久留米市新川町１－１１－２８
代表取締役社
長 原田浩之

電子回路基板
製造業

配線プリント済みの多層プリント配線基板上に、回路に
沿って、層間の連絡経路または実装電子部品を取り付
けるための孔を削孔することを業とする。加工済み基板
は、国内のコンピューターメーカーやスマートフォン、携
帯電話メーカー等の電子回路実装基板製造業者向けに
出荷される。

児玉工場 367-0108 埼玉県 児玉郡美里町下児玉５５８ 2,421,331 2,421,331 425,433 5.69

300253
池袋地域冷暖房株式会
社

170-8630 東京都 豊島区東池袋３丁目１番
代表取締役社
長 合場直人

熱供給業
電気・ガスをエネルギー源として空調用の冷水及び蒸気
を製造し、東京都豊島区東池袋地区の需要家に熱供給
を行っている。

池袋地域冷暖房株式会社 170-8630 東京都 豊島区東池袋３丁目１番 13,818,190 13,818,190 2,393,455 5.77

300254 東京冷凍株式会社 104-0033 東京都
中央区新川１ー１１ー１１東京冷
凍新川ビル

代表取締役社
長 石井晶一

冷蔵倉庫業
海外からの冷凍食品を中心にマイナス２０度からマイナ
ス４０度の温度帯で荷物を預かり保管している。

京浜島冷蔵物流センター 143-0003 東京都 大田区京浜島１－３－７ 3,263,362 3,263,362 533,859 6.11

300255 北越メタル株式会社 940-0028 新潟県 長岡市蔵王三丁目３番１号
代表取締役社
長 棚橋章

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型にて鋳造
し、熱間圧延することで各種の棒鋼、線材、形鋼を製造
している。 主力製品の異形棒鋼は主に建築業者へ出荷
されている。

三条工場 955-0852 新潟県
三条市南四日町二丁目２番４１
号

2,638,908 198,245,786 22,129,910 8.95

300255 北越メタル株式会社 940-0028 新潟県 長岡市蔵王三丁目３番１号
代表取締役社
長 棚橋章

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型にて鋳造
し、熱間圧延することで各種の棒鋼、線材、形鋼を製造
している。 主力製品の異形棒鋼は主に建築業者へ出荷
されている。

長岡工場 940-0028 新潟県 長岡市蔵王三丁目３番１号 195,606,878 198,245,786 22,129,910 8.95

300256 静岡液酸株式会社 417-0002 静岡県 富士市依田橋２９９番地の１
代表取締役社
長 上村浩

圧縮ガス・液
化ガス製造業

1.空気分離法による液化酸素、液化窒素の製造 2.液化
酸素、液化窒素及び各種ガスの充填 3.液化酸素、液化
窒素及び各種ガスの出荷

静岡液酸株式会社 本社
工場

417-0002 静岡県 富士市依田橋２９９番地の１ 15,913,362 15,913,362 373,402 42.61

300257 株式会社丸眞製作所 394-0091 長野県 岡谷市１００１６番地４７１
代表取締役
髙木克彦

金属熱処理業

金属熱処理業とは、金属を加熱と冷却の組み合わせに
よって、製品の形を変えることなく材料の機械的性質を
向上させることを言い、弊社では自動車部品を中心に、
浸炭焼き入れ、ガス軟窒化、焼鈍等の熱処理を行ってい
る。納入先は県内の他中京圏、関東圏にまで及んでい
る。

辰野工場 399-0428 長野県
上伊那郡辰野町伊那富６３４０
－１

2,155,039 9,933,115 1,579,909 6.28

300257 株式会社丸眞製作所 394-0091 長野県 岡谷市１００１６番地４７１
代表取締役
髙木克彦

金属熱処理業

金属熱処理業とは、金属を加熱と冷却の組み合わせに
よって、製品の形を変えることなく材料の機械的性質を
向上させることを言い、弊社では自動車部品を中心に、
浸炭焼き入れ、ガス軟窒化、焼鈍等の熱処理を行ってい
る。納入先は県内の他中京圏、関東圏にまで及んでい
る。

本社工場 394-0091 長野県 岡谷市１００１６番地４７１ 7,778,076 9,933,115 1,579,909 6.28

300258 有限会社山泰鋳工所 333-0844 埼玉県 川口市上青木１丁目１８番１３号
代表取締役
山本功

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解し溶湯を鋳型に注ぎ冷却後の処理
を行い、各種鋳物製品の製造を行う。

㈲山泰鋳工所 新潟工場 955-0152 新潟県 三条市笹岡２８４１番地 5,758,156 5,758,156 986,199 5.83

300259 日本鋳銅株式会社 100-0004 東京都 千代田区大手町１－１－２
代表取締役社
長 関孝和

銅・同合金鋳
物製造業（ダ
イカストを除
く）

委託社から支給された電気銅をシャフト炉等を用いて溶
解し、鋳型に注ぎ、ケークやビレットの型銅製品を製造。
製品は委託社に返還後、委託社から国内外の伸銅メー
カー等へ販売される。

佐賀関工場 879-2201 大分県 大分市佐賀関３－３３８２ 13,188,266 13,188,266 1,136,476 11.60

300260 那須製紙株式会社 329-2732 栃木県 那須塩原市一区町２００
代表取締役社
長 城田和郎

機械すき和紙
製造業

一社一工場（本社工場）襖原紙、壁紙原紙、封筒用紙、
化合成繊維を混抄する特殊紙等機械抄き和紙の製造販
売。使用する原料の９０％はリサイクル古紙であり古紙
のリサイクル工場として地域との深い関わりを持ってい
る。

本社工場 329-2732 栃木県 那須塩原市一区町２００ 3,387,736 3,387,736 593,602 5.70

300261 株式会社エムウェーブ 381-0025 長野県 長野市大字北長池１９５番地
代表取締役社
長 加藤久雄

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

長野市オリンピック記念アリーナ（通称エムウェーブ）並
びに長野市若里多目的スポーツアリーナ（通称ビッグ
ハット）及び長野市若里市民文化ホールの管理運営を長
野市から受託し、冬季のアリーナは屋内スケートリンクと
して営業し、アイスリンクを作らない期間はイベントやコ
ンサートなどの会場として貸し出している。なお、ホール
については通年で貸館営業をしている。

エムウェーブ本社 381-0025 長野県 長野市北長池１９５番地 4,191,468 5,978,804 621,096 9.62
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300261 株式会社エムウェーブ 381-0025 長野県 長野市大字北長池１９５番地
代表取締役社
長 加藤久雄

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

長野市オリンピック記念アリーナ（通称エムウェーブ）並
びに長野市若里多目的スポーツアリーナ（通称ビッグ
ハット）及び長野市若里市民文化ホールの管理運営を長
野市から受託し、冬季のアリーナは屋内スケートリンクと
して営業し、アイスリンクを作らない期間はイベントやコ
ンサートなどの会場として貸し出している。なお、ホール
については通年で貸館営業をしている。

ビッグハット事業所 380-0928 長野県 長野市若里３丁目２２番２号 1,787,336 5,978,804 621,096 9.62

300262
エクイニクス・ジャパン株
式会社

103-6035 東京都
中央区日本橋２－７－１ 東京
日本橋タワー３５階

代表取締役
古田敬

その他の固定
電気通信業

情報通信システムを運用、集中管理するためのインター
ネットデータセンター事業。 1. 機器を作動させるための
スペースおよび運用に必要な電源、空調等の設備環境
の提供 2. 運用管理サービス インターネットおよびネット
ワーク相互接続サービスの提供

TY2 140-0002 東京都 品川区東品川３－８－２１ 19,735,588 224,157,808 26,840,955 8.35

300262
エクイニクス・ジャパン株
式会社

103-6035 東京都
中央区日本橋２－７－１ 東京
日本橋タワー３５階

代表取締役
古田敬

その他の固定
電気通信業

情報通信システムを運用、集中管理するためのインター
ネットデータセンター事業。 1. 機器を作動させるための
スペースおよび運用に必要な電源、空調等の設備環境
の提供 2. 運用管理サービス インターネットおよびネット
ワーク相互接続サービスの提供

TY3 135-0051 東京都 江東区枝川１－９－２０ 30,157,540 224,157,808 26,840,955 8.35

300262
エクイニクス・ジャパン株
式会社

103-6035 東京都
中央区日本橋２－７－１ 東京
日本橋タワー３５階

代表取締役
古田敬

その他の固定
電気通信業

情報通信システムを運用、集中管理するためのインター
ネットデータセンター事業。 1. 機器を作動させるための
スペースおよび運用に必要な電源、空調等の設備環境
の提供 2. 運用管理サービス インターネットおよびネット
ワーク相互接続サービスの提供

TY5 135-0051 東京都 江東区枝川１－１０－１９ 6,869,304 224,157,808 26,840,955 8.35

300262
エクイニクス・ジャパン株
式会社

103-6035 東京都
中央区日本橋２－７－１ 東京
日本橋タワー３５階

代表取締役
古田敬

その他の固定
電気通信業

情報通信システムを運用、集中管理するためのインター
ネットデータセンター事業。 1. 機器を作動させるための
スペースおよび運用に必要な電源、空調等の設備環境
の提供 2. 運用管理サービス インターネットおよびネット
ワーク相互接続サービスの提供

TY6-8 140-0002 東京都 品川区東品川２－１－７ 69,861,654 224,157,808 26,840,955 8.35

300262
エクイニクス・ジャパン株
式会社

103-6035 東京都
中央区日本橋２－７－１ 東京
日本橋タワー３５階

代表取締役
古田敬

その他の固定
電気通信業

情報通信システムを運用、集中管理するためのインター
ネットデータセンター事業。 1. 機器を作動させるための
スペースおよび運用に必要な電源、空調等の設備環境
の提供 2. 運用管理サービス インターネットおよびネット
ワーク相互接続サービスの提供

TY9 112-0005 東京都 文京区水道１－１２－３ 42,970,092 224,157,808 26,840,955 8.35

300262
エクイニクス・ジャパン株
式会社

103-6035 東京都
中央区日本橋２－７－１ 東京
日本橋タワー３５階

代表取締役
古田敬

その他の固定
電気通信業

情報通信システムを運用、集中管理するためのインター
ネットデータセンター事業。 1. 機器を作動させるための
スペースおよび運用に必要な電源、空調等の設備環境
の提供 2. 運用管理サービス インターネットおよびネット
ワーク相互接続サービスの提供

TY10 112-0005 東京都 文京区水道１－１２－６ 15,768,696 224,157,808 26,840,955 8.35

300263 栃木住友電工株式会社 321-3231 栃木県 宇都宮市清原工業団地１８番４
代表取締役社
長 清洲光持

その他の金属
線製品製造業

自動車用ラジアルタイヤの補強に使用される高炭素鋼
高強度撚線の製造。 直径約5㎜の線材を約2㎜まで伸
線。 その後加熱炉を経て電気メッキを施し、更に0.2㎜～
0.4㎜まで伸線後、この線を2本～12本撚り合わせたもの
をリールに巻いて、各タイヤメーカーに出荷しています。

本社工場 321-3231 栃木県 宇都宮市清原工業団地１８番４ 63,006,401 63,006,401 8,225,344 7.66

300264 清原住電株式会社 321-3231 栃木県 宇都宮市清原工業団地１８番５
代表取締役社
長 末森茂

光ファイバ
ケーブル製造
業（通信複合
ケーブルを含
む）

光ファイバの製造、加工、販売 清原住電株式会社 321-3231 栃木県 宇都宮市清原工業団地１８番５ 81,762,200 81,762,200 12,163,711 6.72

300265 信越石英株式会社 160-0023 東京都 新宿区西新宿１丁目２２番２号
代表取締役社
長 松﨑浩

ガラス製加工
素材製造業

光通信分野の素材の製造及び販売 佐世保工場 859-3153 長崎県 佐世保市三川内新町１－１ 20,404,851 21,808,315 3,063,923 7.11

300266
公益財団法人 神奈川
県下水道公社

254-0014 神奈川県 平塚市四之宮四丁目１９番１号
理事長 中村
正樹

下水道処理施
設維持管理業

相模川及び酒匂川流域下水道及び流域関連下水道の
維持管理に関する業務を行っている。

相模川左岸処理場(柳島管
理センター)

253-0064 神奈川県 茅ヶ崎市柳島１９００番地 65,437,008 119,374,261 8,797,290 13.56

300266
公益財団法人 神奈川
県下水道公社

254-0014 神奈川県 平塚市四之宮四丁目１９番１号
理事長 中村
正樹

下水道処理施
設維持管理業

相模川及び酒匂川流域下水道及び流域関連下水道の
維持管理に関する業務を行っている。

相模川右岸処理場(四之宮
管理センター)

254-0014 神奈川県 平塚市四之宮四丁目１９番１号 33,707,048 119,374,261 8,797,290 13.56

300266
公益財団法人 神奈川
県下水道公社

254-0014 神奈川県 平塚市四之宮四丁目１９番１号
理事長 中村
正樹

下水道処理施
設維持管理業

相模川及び酒匂川流域下水道及び流域関連下水道の
維持管理に関する業務を行っている。

酒匂川左岸処理場(酒匂管
理センター)

256-0817 神奈川県
小田原市西酒匂一丁目１番５４
号

11,274,866 119,374,261 8,797,290 13.56

300266
公益財団法人 神奈川
県下水道公社

254-0014 神奈川県 平塚市四之宮四丁目１９番１号
理事長 中村
正樹

下水道処理施
設維持管理業

相模川及び酒匂川流域下水道及び流域関連下水道の
維持管理に関する業務を行っている。

酒匂川右岸処理場(扇町管
理センター)

250-0001 神奈川県 小田原市扇町六丁目８１９番地 6,204,231 119,374,261 8,797,290 13.56

300266
公益財団法人 神奈川
県下水道公社

254-0014 神奈川県 平塚市四之宮四丁目１９番１号
理事長 中村
正樹

下水道処理施
設維持管理業

相模川及び酒匂川流域下水道及び流域関連下水道の
維持管理に関する業務を行っている。

東豊田ポンプ場 254-0081 神奈川県 平塚市豊田打間木６８３ー１ 1,274,851 119,374,261 8,797,290 13.56

300267 湘南東洋株式会社 259-0157 神奈川県 足柄上郡中井町境７９７
代表取締役専
務 勝呂出

冷蔵倉庫業 冷凍冷蔵貨物の入庫及び出庫保管業務 湘南東洋株式会社 259-0157 神奈川県 足柄上郡中井町境７９７ 2,780,394 2,780,394 420,996 6.60

300268 ＳＣＳＫ株式会社 135-8110 東京都
江東区豊洲３－２－２０（豊洲フ
ロント）

代表取締役
谷原徹

情報処理サー
ビス業

堅牢な建物や冗長化された電源・空調設備をベースに
お客様のＩＴ資産をお預かりするサービス

netXDC東京第2センター 134-0091 東京都 江戸川区船堀３－５－１４ 8,364,696 59,087,556 4,473,786 13.20

300268 ＳＣＳＫ株式会社 135-8110 東京都
江東区豊洲３－２－２０（豊洲フ
ロント）

代表取締役
谷原徹

情報処理サー
ビス業

堅牢な建物や冗長化された電源・空調設備をベースに
お客様のＩＴ資産をお預かりするサービス

netXDC千葉センター・
netXDC千葉第2センター

270-1352 千葉県 印西市大塚２－６－１ 12,735,333 59,087,556 4,473,786 13.20
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300268 ＳＣＳＫ株式会社 135-8110 東京都
江東区豊洲３－２－２０（豊洲フ
ロント）

代表取締役
谷原徹

情報処理サー
ビス業

堅牢な建物や冗長化された電源・空調設備をベースに
お客様のＩＴ資産をお預かりするサービス

netXDC三田センター 669-1323 兵庫県 三田市あかしあ台２－３－１ 24,080,817 59,087,556 4,473,786 13.20

300268 ＳＣＳＫ株式会社 135-8110 東京都
江東区豊洲３－２－２０（豊洲フ
ロント）

代表取締役
谷原徹

情報処理サー
ビス業

堅牢な建物や冗長化された電源・空調設備をベースに
お客様のＩＴ資産をお預かりするサービス

netXDC東京第1センター 136-0071 東京都 江東区亀戸７－５１－１ 9,371,928 59,087,556 4,473,786 13.20

300269
土浦市外十五ヶ町村土
地改良区

300-0811 茨城県 土浦市上高津字館下４６４
理事長 藤澤
順一

穀作サービス
業

揚水機場を稼働させ、稲作を行う農業従事者のために
必要な水を河川から取水し、用水路を経て水田等へ配
水する。

桜川第一機場 300-0811 茨城県 土浦市上高津字館下４６４ 4,183,812 11,590,930 547,119 21.18

300270 高周波熱錬株式会社 141-8639 東京都
品川区東五反田２丁目１７番１
号 オーバルコート大崎マーク
ウエスト

代表取締役社
長 溝口茂

金属熱処理業

高周波誘導加熱装置を用いて自動車部品，建設機械部
品，工作機械部品等の熱処理受託加工を行う。お客様
としては，自動車部品メーカー，建設機械メーカー，工作
機械メーカー等である。

茨城工場 312-0005 茨城県 ひたちなか市新光町５５２番７７ 3,911,230 56,329,227 9,035,417 6.23

300270 高周波熱錬株式会社 141-8639 東京都
品川区東五反田２丁目１７番１
号 オーバルコート大崎マーク
ウエスト

代表取締役社
長 溝口茂

金属熱処理業

高周波誘導加熱装置を用いて自動車部品，建設機械部
品，工作機械部品等の熱処理受託加工を行う。お客様
としては，自動車部品メーカー，建設機械メーカー，工作
機械メーカー等である。

寒川工場 253-0111 神奈川県
高座郡寒川町一之宮７丁目８番
４１号

3,035,284 56,329,227 9,035,417 6.23

300270 高周波熱錬株式会社 141-8639 東京都
品川区東五反田２丁目１７番１
号 オーバルコート大崎マーク
ウエスト

代表取締役社
長 溝口茂

金属熱処理業

高周波誘導加熱装置を用いて自動車部品，建設機械部
品，工作機械部品等の熱処理受託加工を行う。お客様
としては，自動車部品メーカー，建設機械メーカー，工作
機械メーカー等である。

尼崎工場 660-0095 兵庫県 尼崎市大浜町２丁目２８番８ 5,367,031 56,329,227 9,035,417 6.23

300270 高周波熱錬株式会社 141-8639 東京都
品川区東五反田２丁目１７番１
号 オーバルコート大崎マーク
ウエスト

代表取締役社
長 溝口茂

金属熱処理業

高周波誘導加熱装置を用いて自動車部品，建設機械部
品，工作機械部品等の熱処理受託加工を行う。お客様
としては，自動車部品メーカー，建設機械メーカー，工作
機械メーカー等である。

岡山工場 710-1201 岡山県 総社市久代１４０８番地２２ 14,802,480 56,329,227 9,035,417 6.23

300270 高周波熱錬株式会社 141-8639 東京都
品川区東五反田２丁目１７番１
号 オーバルコート大崎マーク
ウエスト

代表取締役社
長 溝口茂

金属熱処理業

高周波誘導加熱装置を用いて自動車部品，建設機械部
品，工作機械部品等の熱処理受託加工を行う。お客様
としては，自動車部品メーカー，建設機械メーカー，工作
機械メーカー等である。

刈谷工場 448-0006 愛知県
刈谷市西境町治右田８４番地１
０

27,833,923 56,329,227 9,035,417 6.23

300271
株式会社エコスファクト
リー

367-0226 埼玉県
本庄市児玉町宮内字大谷８３８
番地４

代表取締役
平間幸夫

廃プラスチック
製品製造業

容器包装プラスチック再生事業 廃プラスチックを自治体
より引取、粉砕、選別し再生ペレットの製造を行う。 再生
ペレットは、プラスチック成型業者へ出荷している。

株式会社エコスファクトリー 367-0226 埼玉県
本庄市児玉町宮内字大谷８３８
番地４

12,299,637 12,299,637 1,511,821 8.13

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

銀座２・３丁目地区熱供給
センター

104-0061 東京都
中央区銀座２－２－１４ マロニ
エゲートＢ４Ｆ

2,611,998 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

芝浦４丁目地区熱供給セン
ター

108-0023 東京都
港区芝浦４－９－２２ 芝浦スク
エアビルＢ２

9,822,264 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

銀座５・６丁目地区熱供給
センター

104-0061 東京都
中央区銀座６－１０－１ ＧＩＮＺ
Ａ ＳＩＸ Ｂ５

8,984,059 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

新川地区熱供給センター 104-0033 東京都
中央区新川１－２８－４０ 東京
電力パワーグリッド株式会社永
代橋変電所Ｂ５

7,661,624 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

神田駿河台地区熱供給セ
ンター

101-0062 東京都
千代田区神田駿河台３－１１－
１ 三井住友海上駿河台新館Ｂ
３

6,664,783 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

箱崎地区熱供給センター 103-0015 東京都
中央区日本橋箱崎町１９－２１
ＩＢＭ箱崎ビルＢ３

8,494,243 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

幕張新都心ハイテク・ビジ
ネス地区熱供給センター

261-0023 千葉県
千葉市美浜区中瀬１－３ 幕張
テクノガーデンＧ棟

22,460,952 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

宇都宮市中央地区熱供給
センター

320-0026 栃木県
宇都宮市馬場通り１－１－１１
宇都宮ＴＤビルＢ２

2,971,674 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

横須賀汐入駅前地区熱供
給センター

238-0041 神奈川県
横須賀市本町３－２７ ベイスク
エアよこすか一番館Ｂ３

1,193,863 116,538,004 10,237,858 11.38
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300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

高崎市中央・城址地区熱供
給センター

370-0828 群馬県
高崎市宮元町１－２ 東京電力
パワーグリッド株式会社 高崎
支社敷地内

2,292,528 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

八王子旭町地区熱供給セ
ンター

192-0083 東京都 八王子市旭町１３－１７ 2,689,062 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

西新宿六丁目西部地区熱
供給センター

160-0023 東京都 新宿区西新宿６－１２－１７ 2,583,409 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

厚木テレコムタウン地区熱
供給センター

243-0021 神奈川県 厚木市岡田３０５１ ＡＩ棟２Ｆ 2,616,263 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

本駒込２丁目地区熱供給
センター

113-0021 東京都
文京区本駒込２－２８－８ 文京
グリーンコートビルＢ３

6,103,092 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

大崎１丁目地区熱供給セン
ター

141-0032 東京都
品川区大崎１－１１－１ ゲート
シティ大崎Ｂ３

9,814,836 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

晴海アイランド地区熱供給
センター

104-0053 東京都
中央区晴海１－８－９ トリトン
スクエアホール棟Ｂ３

10,505,755 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

京橋１・２丁目地区熱供給
センター

104-0031 東京都
中央区京橋２－１６－１ 清水建
設本社ビルＢ３

2,898,597 116,538,004 10,237,858 11.38

300272
東京都市サービス株式
会社

104-6115 東京都
中央区晴海オフィスタワーＹ１５
階

代表取締役社
長 福嶋岳夫

熱供給業

大型の熱源設備（冷凍機等）を用いて、冷水・温水・蒸気
を製造し、導管を通じて区域内の建物へ供給している。
建物へ供給した冷水・温水・蒸気は主に空気調和に用い
られている。

府中日鋼町地区熱供給セ
ンター

183-0044 東京都
府中市日鋼町１－１ Ｊタワービ
ルＢ２

5,631,155 116,538,004 10,237,858 11.38

300273
株式会社上島熱処理工
業所

146-0081 東京都 大田区仲池上２丁目２３番１３号
代表取締役
上島秀美

金属熱処理業

電気炉（塩浴炉・真空炉・大気炉）を用いて、顧客から無
償支給された切削工具や金型などの熱処理委託加工を
行う。処理した製品は、主に自動車部品や産業用機械
部品などの生産のための工具として使用される。

株式会社上島熱処理工業
所

146-0081 東京都 大田区仲池上２丁目２３番１３号 3,528,662 3,528,662 592,615 5.95

300274 丸周運送株式会社 951-8055 新潟県
新潟市中央区礎町通１ノ町１９５
４番地

代表取締役
椎谷周平

冷蔵倉庫業
食品を冷凍・冷蔵保管し、県内外へ配送するためのピッ
キング、仕分けを行う。

本社営業所 959-0413 新潟県
新潟市西蒲区升潟字中之島４８
４３番地

2,362,830 3,117,795 152,511 20.44

300275
ヴェオリア・ジェネッツ株
式会社

108-0022 東京都 港区海岸３－２０－２０
代表取締役社
長 野田由美
子

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の包括的維持管理業務を行っています。 原川水資源再生センター 870-0903 大分県 大分市向原沖三丁目１－３１ 4,815,888 4,815,888 254,744 18.90

300276
株式会社ＩＤＣフロンティ
ア

102-8124 東京都 千代田区紀尾井町１－３
代表取締役社
長 鈴木勝久

その他の固定
電気通信業

顧客のサーバー等の機器を預かり運用・管理・保守を行
うハウジングサービスを中心としたデータセンター事業を
行っている。

東京有明第1データセン
ター

135-0063 東京都
江東区有明３－７－１１ 有明
パークビル

19,014,482 70,430,737 8,724,127 8.07

300276
株式会社ＩＤＣフロンティ
ア

102-8124 東京都 千代田区紀尾井町１－３
代表取締役社
長 鈴木勝久

その他の固定
電気通信業

顧客のサーバー等の機器を預かり運用・管理・保守を行
うハウジングサービスを中心としたデータセンター事業を
行っている。

東京新宿データセンター 160-0004 東京都 新宿区四谷４－２９ 20,393,751 70,430,737 8,724,127 8.07

300276
株式会社ＩＤＣフロンティ
ア

102-8124 東京都 千代田区紀尾井町１－３
代表取締役社
長 鈴木勝久

その他の固定
電気通信業

顧客のサーバー等の機器を預かり運用・管理・保守を行
うハウジングサービスを中心としたデータセンター事業を
行っている。

大阪吹田データセンター 564-0072 大阪府 吹田市出口町２０－１ 7,503,643 70,430,737 8,724,127 8.07

300277 徳三運輸倉庫株式会社 424-0204 静岡県
静岡市清水区興津中町８７３－
１

代表取締役
兼子卓三

板紙製造業 段ボール原紙及び製袋原紙の製造・販売 製紙部 424-0204 静岡県
静岡市清水区興津中町９９２－
１

6,155,121 6,155,121 823,958 7.47

300279 神奈川冷凍株式会社 230-0054 神奈川県 横浜市鶴見区大黒ふ頭１５番地
代表取締役
清野修司

冷蔵倉庫業 水産物・農産物・冷凍食品等の冷蔵保管管理 大黒事業所 230-0054 神奈川県 横浜市鶴見区大黒ふ頭１５番地 1,355,426 2,295,235 319,378 7.18

300280
那須グリコ乳業株式会
社

325-0025 栃木県 那須塩原市下厚崎２４７番地
代表取締役社
長 早田繁喜

乳製品製造業
（処理牛乳，
乳飲料を除く）

親会社である江崎グリコ株式会社の委託を受け、各種
乳製品の製造、販売を行なっている。

那須グリコ乳業株式会社 325-0025 栃木県 那須塩原市下厚崎２４７番地 7,057,734 7,057,734 1,211,150 5.82

300281
株式会社三条特殊鋳工
所

959-1155 新潟県 三条市福島新田丁６４２
代表取締役
内山照嘉

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄・鉄スクラップを鋳型へ注
ぎ、冷却・整形することで、各種鋳物製品を製造し、国内
の建設機械・物流機械メーカー等様々なお客様に販売し
ている。

本社工場 959-1155 新潟県 三条市福島新田丁６４２ 5,058,839 5,058,839 806,829 6.27

300283
東京下水道エネルギー
株式会社

104-0041 東京都 中央区新富一丁目７番４号
代表取締役社
長 松永哲郎

熱供給業
東京都文京区後楽一丁目地区における地域冷暖房に
関する業務等

後楽事業所 112-0004 東京都 文京区後楽１－４－１３ 5,045,177 9,840,394 1,443,814 6.81
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300284 藤枝製紙株式会社 426-0067 静岡県 藤枝市前島１－１８－２１
代表取締役社
長 後藤一樹

機械すき和紙
製造業

古紙を溶解した再生パルプ繊維を抄紙した後、ロール状
に小巻加工してトイレットペーパーを製造する。スーパー
マーケット等小売店を通じて、一般消費者に販売され
る。

本社 426-0067 静岡県 藤枝市前島１－１８－２１ 20,957,192 20,957,192 3,403,153 6.15

300285
吉田熱処理工業株式会
社

326-0338 栃木県 足利市福居町１７３４
代表取締役
星野博

金属熱処理業
熱処理炉にて金属の熱処理を行い、その金属の持つ特
性を向上させる加工を行う。加工後の部品は、主に自動
車や重機等に用いられている。

足利工場 326-0338 栃木県 足利市福居町１７３４ 2,189,481 2,189,481 227,584 9.62

300286 合資会社松野鋳造所 427-0111 静岡県 島田市阪本６４４－１
代表社員 松
野一治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ冷
却、成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は、ロボットメーカー、工作機械メーカー、製材機メーカー
他、国内様々な産業機械メーカーに出荷している。

合資会社松野鋳造所 427-0111 静岡県 島田市阪本６４４－１ 2,070,325 2,070,325 322,614 6.41

300287
株式会社ヤマグチヤ冷
蔵

308-0021 茨城県 筑西市甲９２
代表取締役社
長 阿部宗司

冷蔵倉庫業 冷凍冷蔵倉庫に預託先より品物を預かり保管する事業 (株)ヤマグチヤ冷蔵 308-0842 茨城県 筑西市一本松８６０ 2,261,845 2,261,845 220,618 10.25

300288 渡邊製氷冷蔵株式会社 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町字飛島１９
７４番地の１７

代表取締役
大西清弘

冷蔵倉庫業
低温装置を施した倉庫に水産物を保管する。国内外の
荷物を扱っている。

渡邊製氷冷蔵株式会社 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町１９７４－１
７

1,459,562 1,459,562 51,836 28.15

300289 株式会社ヒーテック 382-0005 長野県 須坂市大字小河原３９５４番２１
代表取締役
滝澤秀樹

金属熱処理業

金属製造事業者・金型製造事業者等のお客様よりお預
かりした鋼材に、当社の各種加熱機械を用いて熱処理
加工処理をする。お預かりした鋼材をお客様に引き渡し
ている。

株式会社ヒーテック 382-0005 長野県 須坂市大字小河原３９５４番２１ 2,696,540 2,696,540 362,782 7.43

300290 株式会社西原環境 108-0022 東京都
港区海岸３－２０－２０ ヨコソー
レインボータワー３Ｆ

代表取締役社
長 ラットヤニッ
ク

下水道処理施
設維持管理業

自治体から委託される下水道処理施設および農業集落
排水処理施設の運転・保守点検・物品調達・小修繕等を
含む包括的維持管理業務

日進北部浄化センター（日
進）

470-0134 愛知県 日進市香久山２丁目５０１ 2,313,261 6,132,029 806,495 7.60

300291 東京熱供給株式会社 102-0074 東京都 千代田区九段南四丁目８番８号
代表取締役社
長 別宮浩志

熱供給業

お客さまの需要に応じ、ボイラ、冷凍機、ヒートポンプ等
により発生させた蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エ
ネルギー又は蒸気、温水、冷水を導管等により供給販
売する事業である。熱供給事業法に基づく事業として、
光が丘団地地区、品川八潮団地地区、竹芝地域、八王
子南大沢地域、東京国際フォーラム地域の５事業所にお
いて、熱供給事業を行っている。

八潮支社 140-0003 東京都 品川区八潮五丁目５番７号 1,258,483 35,417,176 3,895,400 9.09

300291 東京熱供給株式会社 102-0074 東京都 千代田区九段南四丁目８番８号
代表取締役社
長 別宮浩志

熱供給業

お客さまの需要に応じ、ボイラ、冷凍機、ヒートポンプ等
により発生させた蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エ
ネルギー又は蒸気、温水、冷水を導管等により供給販
売する事業である。熱供給事業法に基づく事業として、
光が丘団地地区、品川八潮団地地区、竹芝地域、八王
子南大沢地域、東京国際フォーラム地域の５事業所にお
いて、熱供給事業を行っている。

有楽町管理事務所 100-0005 東京都 千代田区丸の内三丁目５番１号 5,461,030 35,417,176 3,895,400 9.09

300291 東京熱供給株式会社 102-0074 東京都 千代田区九段南四丁目８番８号
代表取締役社
長 別宮浩志

熱供給業

お客さまの需要に応じ、ボイラ、冷凍機、ヒートポンプ等
により発生させた蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エ
ネルギー又は蒸気、温水、冷水を導管等により供給販
売する事業である。熱供給事業法に基づく事業として、
光が丘団地地区、品川八潮団地地区、竹芝地域、八王
子南大沢地域、東京国際フォーラム地域の５事業所にお
いて、熱供給事業を行っている。

光が丘支社 179-0072 東京都
練馬区光が丘五丁目２番５号１
０６

19,437,513 35,417,176 3,895,400 9.09

300291 東京熱供給株式会社 102-0074 東京都 千代田区九段南四丁目８番８号
代表取締役社
長 別宮浩志

熱供給業

お客さまの需要に応じ、ボイラ、冷凍機、ヒートポンプ等
により発生させた蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エ
ネルギー又は蒸気、温水、冷水を導管等により供給販
売する事業である。熱供給事業法に基づく事業として、
光が丘団地地区、品川八潮団地地区、竹芝地域、八王
子南大沢地域、東京国際フォーラム地域の５事業所にお
いて、熱供給事業を行っている。

南大沢管理事務所 192-0364 東京都
八王子市南大沢二丁目２８番地
１

2,095,855 35,417,176 3,895,400 9.09

300291 東京熱供給株式会社 102-0074 東京都 千代田区九段南四丁目８番８号
代表取締役社
長 別宮浩志

熱供給業

お客さまの需要に応じ、ボイラ、冷凍機、ヒートポンプ等
により発生させた蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エ
ネルギー又は蒸気、温水、冷水を導管等により供給販
売する事業である。熱供給事業法に基づく事業として、
光が丘団地地区、品川八潮団地地区、竹芝地域、八王
子南大沢地域、東京国際フォーラム地域の５事業所にお
いて、熱供給事業を行っている。

竹芝管理事務所 105-0022 東京都 港区海岸一丁目１１番１号 7,164,295 35,417,176 3,895,400 9.09

300292 三井化学株式会社 105-7122 東京都 港区東新橋１丁目５番２号
代表取締役社
長執行役員
淡輪敏

環式中間物・
合成染料・有
機顔料製造業

メガネレンズの原料となるモノマーの製造を行う。製造物
は国内外へ出荷している。

大牟田工場 836-8610 福岡県 大牟田市浅牟田町３０番地 122,103,917 122,103,917 21,733,605 5.61

300293 シンコー株式会社 949-7402 新潟県 魚沼市田戸６１－１
代表取締役社
長 中川久幸

電子デバイス
製造業

客先より要求の仕様を基に電子デバイス部品の加工を
行う。 加工したものは検査を行い、客先に出荷する。

本社 949-7402 新潟県 魚沼市田戸６１－１ 1,913,124 3,688,353 618,811 5.96

300293 シンコー株式会社 949-7402 新潟県 魚沼市田戸６１－１
代表取締役社
長 中川久幸

電子デバイス
製造業

客先より要求の仕様を基に電子デバイス部品の加工を
行う。 加工したものは検査を行い、客先に出荷する。

見附工場 954-0086 新潟県 見附市福島町４３０ 1,775,229 3,688,353 618,811 5.96

300294
汐留アーバンエネル
ギー株式会社

105-0021 東京都
港区東新橋一丁目８番３号 汐
留アネックスビル３階

代表取締役社
長 小林光二

熱供給業

電力、都市ガス、コージェネレーション排熱をエネルギー
源としたシステムにより冷水、温水、蒸気を製造し、汐留
北地域（東京都港区東新橋一丁目の一部）の８需要家
（オフィス、商業施設、文化施設、放送局、ホテル、地下
鉄等）へ熱の供給をしている。

汐留北地域地域冷暖房施
設

105-0021 東京都 港区東新橋一丁目８番３号 14,514,187 14,514,187 2,209,896 6.56
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300295 株式会社 イノベタス 417-0061 静岡県 富士市伝法１３３８
代表取締役社
長 朝倉行彦

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

完全閉鎖型の植物工場 株式会社 イノベタス 417-0061 静岡県 富士市伝法１３３８ 3,760,473 3,760,473 278,196 13.51

300296
株式会社浜松スポーツ
センター

435-0043 静岡県 浜松市東区宮竹町７２８番地
代表取締役
鈴木直樹

他に分類され
ないその他の
事業サービス
業

総合スポーツクラブ運営（フィットネス・スイミング・体操・
カルチャー）・アイススケート場運営（一般開放・スケート
教室・フィギュア、ホッケー、スピード各チームへの貸館・
学校、子供会各団体への貸館）

株式会社浜松スポーツセン
ター

435-0043 静岡県 浜松市東区宮竹町７２８番地 2,672,958 2,672,958 430,966 6.20

300298 三星金属工業株式会社 959-1286 新潟県 燕市小関７３６番地
代表取締役社
長 山根博史

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いてスクラップを溶解し、その溶鋼を連続鋳
造し、鋼片を製造。さらに、この鋼片を圧延し鋼材（コンク
リート用異形棒鋼）を製造する。製造した鋼片、鋼材を国
内外へ出荷販売する

本社工場 959-1286 新潟県 燕市小関７３６番地 193,723,416 193,723,416 19,171,689 10.10

300299 新潟漁業協同組合 950-0078 新潟県 新潟市中央区万代島２番１号
代表理事組合
長 小田政市

製氷業
氷（１本１３５㌔）の角氷を製造し、組合員・漁業者が漁獲
した魚介類等の鮮度保持の為、漁船・仲卸業者及び漁
協内各支所へ氷を供給する事業。

石山支所 製氷工場 950-0078 新潟県 新潟市中央区万代島１番９号 1,038,020 1,105,665 102,347 10.80

300300 新潟漁業協同組合 950-0078 新潟県 新潟市中央区万代島２番１号
代表理事組合
長 小田政市

冷蔵倉庫業
冷凍・冷蔵庫への貨物等の入庫・保管・仕分け及び出庫
作業等を行う事業。

石山支所冷凍工場 950-0831 新潟県 新潟市東区下場３５番地 2,152,973 2,155,155 311,880 6.91

300301 川越テック株式会社 350-0813 埼玉県
川越市大字平塚新田字高田町
１７５－１

代表取締役社
長 長田和志

他に分類され
ないその他の
製造業

排出事業者より排出された産業廃棄物を、圧縮固化しＲ
ＰＦ（固形燃料）を製造する事業

川越テック 川越工場 350-0813 埼玉県
川越市大字平塚新田字高田町
１７５－１

5,169,697 5,169,697 642,446 8.04

300302 株式会社ファイマテック 101-0063 東京都
千代田区神田淡路町２－２３－
１ お茶の水センタービル５階

代表取締役社
長 片山正人

無機顔料製造
業

天然の高白色石灰石を湿式でサブミクロンまで粉砕する
ことでファインな湿式重質炭酸カルシウム(WGCC)とな
り、 主に製紙会社向け塗工紙顔料として出荷している。

岡山工場 706-0027 岡山県 玉野市日比５－９－８ 14,529,312 27,975,047 2,511,859 11.13

300302 株式会社ファイマテック 101-0063 東京都
千代田区神田淡路町２－２３－
１ お茶の水センタービル５階

代表取締役社
長 片山正人

無機顔料製造
業

天然の高白色石灰石を湿式でサブミクロンまで粉砕する
ことでファインな湿式重質炭酸カルシウム(WGCC)とな
り、 主に製紙会社向け塗工紙顔料として出荷している。

富士工場 416-0946 静岡県 富士市五貫島字世帯割１００２ 6,316,214 27,975,047 2,511,859 11.13

300302 株式会社ファイマテック 101-0063 東京都
千代田区神田淡路町２－２３－
１ お茶の水センタービル５階

代表取締役社
長 片山正人

無機顔料製造
業

天然の高白色石灰石を湿式でサブミクロンまで粉砕する
ことでファインな湿式重質炭酸カルシウム(WGCC)とな
り、 主に製紙会社向け塗工紙顔料として出荷している。

相馬工場 976-0005 福島県 相馬市光陽２－２－２ 3,955,591 27,975,047 2,511,859 11.13

300303 旭化成株式会社 100-0006 東京都 千代田区有楽町１丁目１番２号
代表取締役社
長 小堀秀毅

ソーダ工業

工業塩と電力を使って(工業塩の電気分解)、かせいソー
ダ、塩素(塩酸、次亜塩素酸ソーダを含む)、水素を製造
している。かせいソーダは、強アルカリという性質を生か
して、金属の溶解、精製、不純物の除去、中和等の用途
に製造業者に販売されており、塩素はウレタン樹脂等の
原料としてこれらの製造業者に販売されている。

愛宕事業場 882-0847 宮崎県 延岡市旭町７丁目４３１９番地 38,678,026 38,678,026 2,682,076 14.42

300304 ＪＦＥミネラル株式会社 105-0014 東京都
港区芝三丁目８番２号住友不動
産芝公園ファーストビル５階

代表取締役社
長 小倉滋

石灰製造業

当社の芳井鉱業所、津久見工場の石灰石塊鉱を当社の
倉敷、福山製造所の石灰工場で焼成し、JFEスチール㈱
西日本製鉄所等に販売しています。焼成後の生石灰は
用途に応じて塊、粉、微粉に加工し、同製鉄所の製鋼、
焼結、予備処理工場で使用されています。

福山製造所 731-0931 広島県 福山市鋼管町１番地 52,180,919 67,035,171 10,200,049 6.57

300304 ＪＦＥミネラル株式会社 105-0014 東京都
港区芝三丁目８番２号住友不動
産芝公園ファーストビル５階

代表取締役社
長 小倉滋

石灰製造業

当社の芳井鉱業所、津久見工場の石灰石塊鉱を当社の
倉敷、福山製造所の石灰工場で焼成し、JFEスチール㈱
西日本製鉄所等に販売しています。焼成後の生石灰は
用途に応じて塊、粉、微粉に加工し、同製鉄所の製鋼、
焼結、予備処理工場で使用されています。

倉敷製造所焼成工場 712-8074 岡山県 倉敷市水島川崎通１丁目 14,854,252 67,035,171 10,200,049 6.57

300305 日立金属株式会社 108-8224 東京都 港区港南１丁目２番７０号
代表執行役
執行役社長
平木明敏

自動車部分
品・附属品製
造業

当社製品は、自動車の足回り及び車体部品に使用され
ている。

真岡工場 321-4367 栃木県 真岡市鬼怒ケ丘１３ 94,371,900 94,371,900 10,779,545 8.75

300306 日立金属株式会社 108-8224 東京都 港区港南１丁目２番７０号
代表執行役
執行役社長
平木明敏

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ・合金類を凝固さ
せ、待機電力を大きく削減し省エネに寄与するアモル
ファス変圧器の鉄心材料を主要用途とするアモルファス
金属材料と金型・工具鋼材料を製造

メトグラス安来工場 692-8601 島根県 安来市飯島町１２４０番地２ 88,249,911 431,057,093 69,984,932 6.15

300306 日立金属株式会社 108-8224 東京都 港区港南１丁目２番７０号
代表執行役
執行役社長
平木明敏

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ・合金類を凝固さ
せ、待機電力を大きく削減し省エネに寄与するアモル
ファス変圧器の鉄心材料を主要用途とするアモルファス
金属材料と金型・工具鋼材料を製造

安来工場 692-8601 島根県 安来市安来町２１０７番地２ 342,807,182 431,057,093 69,984,932 6.15

300307 株式会社コヤマ 381-2224 長野県 長野市川中島町原１１１１
代表取締役社
長 小山隆宏

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉、キュポラを用いて溶解した鉄スクラップを砂型に
注ぎ、冷却・成型することで、各種鋳物製品の製造を行
う。製造物は、国内外の自動車メーカー等、様々な事業
者に出荷している。

本社・川中島工場 381-2224 長野県 長野市川中島町原１１１１ 87,110,087 87,110,087 13,705,784 6.35

300308 新潟水素株式会社 144-0053 東京都 大田区蒲田本町１－２－５
代表取締役
西村長之

圧縮ガス・液
化ガス製造業

信越化学工業直江津工場殿より、原料として水素ガスの
供給を受け、圧縮、精製、乾燥後、容器に充填する。

新潟水素株式会社直江津
工場

942-0013 新潟県 上越市黒井４２６－７ 1,268,576 1,268,576 189,515 6.69

300309 光村印刷株式会社 141-8567 東京都 品川区大崎１－１５－９
代表取締役社
長 阿部茂雄

その他の電子
部品・デバイ
ス・電子回路
製造業

静電式投影型タッチパネルを開発･製造 那須工場 324-0036 栃木県 大田原市下石上１３７８番７ 8,845,116 8,845,116 763,541 11.58
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300310
エム・エム・プラスチック
株式会社

293-0011 千葉県 富津市新富 ６６－１
代表取締役
森村務

廃プラスチック
製品製造業

各自治体で発生したプラスチックを容器リサイクル協会
へ入札参加し、落札した原料から再生ペレット、減容品
等を製造し、再生材料用途として社内ではパレット製造
を行う。

富津プラスチック資源化工
場

293-0011 千葉県 富津市新富６６－１ 9,406,344 9,406,344 1,123,601 8.37

300311
岡谷熱処理工業株式会
社

394-0033 長野県 岡谷市南宮１－５－２
代表取締役社
長 西澤邦治

金属熱処理業
顧客より受け入れた金属製品を真空炉を用いて加熱・冷
却することで耐摩耗性や靭性 を向上させる。製品は自
動車産業をはじめ多くの産業に使用されている。

岡谷熱処理工業株式会社 394-0033 長野県 岡谷市南宮１－５－２ 1,885,339 1,885,339 335,247 5.62

300312
アジア熱処理技研株式
会社

372-0854 群馬県 伊勢崎市飯島町５４０－２
代表取締役
星野博

金属熱処理業
熱処理炉にて金属の熱処理を行い、その金属の持つ特
性を向上させる加工を行う。熱処理後の部品は、主に自
動車や重機等に用いられている。

本社第一工場 372-0854 群馬県 伊勢崎市飯島町５４０－２ 3,620,458 9,595,877 1,300,606 7.37

300312
アジア熱処理技研株式
会社

372-0854 群馬県 伊勢崎市飯島町５４０－２
代表取締役
星野博

金属熱処理業
熱処理炉にて金属の熱処理を行い、その金属の持つ特
性を向上させる加工を行う。熱処理後の部品は、主に自
動車や重機等に用いられている。

本社第二工場 372-0854 群馬県 伊勢崎市飯島町５４０－１８ 2,026,671 9,595,877 1,300,606 7.37

300312
アジア熱処理技研株式
会社

372-0854 群馬県 伊勢崎市飯島町５４０－２
代表取締役
星野博

金属熱処理業
熱処理炉にて金属の熱処理を行い、その金属の持つ特
性を向上させる加工を行う。熱処理後の部品は、主に自
動車や重機等に用いられている。

栃木工場 322-0603 栃木県 栃木市西方町本郷６２１－１ 2,792,074 9,595,877 1,300,606 7.37

300312
アジア熱処理技研株式
会社

372-0854 群馬県 伊勢崎市飯島町５４０－２
代表取締役
星野博

金属熱処理業
熱処理炉にて金属の熱処理を行い、その金属の持つ特
性を向上させる加工を行う。熱処理後の部品は、主に自
動車や重機等に用いられている。

茨城工場 319-0102 茨城県 小美玉市西郷地６０－１ 1,156,674 9,595,877 1,300,606 7.37

300313
株式会社千葉ニュータウ
ンセンター

270-1352 千葉県 印西市大塚一丁目９番
代表取締役社
長 内山省吾

熱供給業
千葉ニュータウン中央駅圏の都心北地域及び同東地域
における業務施設及び商業施設に対する地域熱供給事
業を行なっています。

熱供給事業本部 270-1352 千葉県 印西市大塚一丁目９番 6,486,371 6,486,371 999,923 6.48

300314 株式会社ショウレイ 273-0015 千葉県 船橋市日の出二丁目２０番２号
代表取締役社
長 濵本芳明

冷蔵倉庫業
寄託品（冷凍・冷蔵貨物）の入出庫に関わる荷役作業及
び保管業務

株式会社ショウレイ 273-0015 千葉県 船橋市日の出二丁目２０番２号 3,330,486 3,330,486 551,132 6.04

300315 株式会社エージーピー 144-0041 東京都 大田区羽田空港１－７－１
代表取締役社
長 日岡裕之

他に分類され
ない運輸に附
帯するサービ
ス業

駐機中の航空機に対し航空機に搭載される補助動力装
置（補助動力用ジェットエンジン）を停止させるため、地
上から電源及び空調の供給を行う。

羽田支社 144-0041 東京都 大田区羽田空港３－１－２ 9,406,253 30,727,943 5,370,661 5.72

300315 株式会社エージーピー 144-0041 東京都 大田区羽田空港１－７－１
代表取締役社
長 日岡裕之

他に分類され
ない運輸に附
帯するサービ
ス業

駐機中の航空機に対し航空機に搭載される補助動力装
置（補助動力用ジェットエンジン）を停止させるため、地
上から電源及び空調の供給を行う。

関西支社 549-0001 大阪府 泉佐野市泉州空港北１番地 4,732,000 30,727,943 5,370,661 5.72

300315 株式会社エージーピー 144-0041 東京都 大田区羽田空港１－７－１
代表取締役社
長 日岡裕之

他に分類され
ない運輸に附
帯するサービ
ス業

駐機中の航空機に対し航空機に搭載される補助動力装
置（補助動力用ジェットエンジン）を停止させるため、地
上から電源及び空調の供給を行う。

沖縄空港支店 901-0142 沖縄県 那覇市鏡水１５０番地 2,981,920 30,727,943 5,370,661 5.72

300316
みなとみらい二十一熱
供給株式会社

231-0062 神奈川県 横浜市中区桜木町１－１－４５
代表取締役社
長 内田茂

熱供給業
ボイラ、冷凍機等により製造した蒸気、冷水等を媒体と
する熱エネルギー又は蒸気を、導管によりお客さまに供
給を行う。

みなとみらい21地域冷暖房
施設センタープラント

231-0062 神奈川県 横浜市中区桜木町１－１－４５ 26,973,372 60,601,752 7,104,689 8.52

300316
みなとみらい二十一熱
供給株式会社

231-0062 神奈川県 横浜市中区桜木町１－１－４５
代表取締役社
長 内田茂

熱供給業
ボイラ、冷凍機等により製造した蒸気、冷水等を媒体と
する熱エネルギー又は蒸気を、導管によりお客さまに供
給を行う。

みなとみらい21地域冷暖房
施設第二プラント

220-6090 神奈川県
横浜市西区みなとみらい２－３
－１

33,628,380 60,601,752 7,104,689 8.52

300318 大同冷蔵株式会社 104-0045 東京都
中央区築地４－５－５池田ビル
３階

代表取締役
室谷正男

冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫を所有し、冷凍食品等の取り扱い業者より商
品を受託し、冷蔵保管、入出庫作業、商品の在庫管理を
行っている。

城南島工場 143-0002 東京都 大田区城南島２丁目６番８号 1,431,165 1,431,165 147,578 9.69

300319 関東スチール株式会社 300-4111 茨城県 土浦市大畑５８０番地
代表取締役社
長 岡山篤

製鋼・製鋼圧
延業

スクラップを電気炉で溶かし、鋼を作り、ビレットを鋳造
後、圧延し異形棒鋼等建材製品の製造・販売をしてい
る。

関東スチール株式会社 300-4111 茨城県 土浦市大畑５８０番地 144,873,078 144,873,078 15,426,744 9.39

300320
高周波科学工業株式会
社

389-0516 長野県 東御市田中８５１番地２
代表取締役
檜山政義

金属熱処理業

高周波誘導加熱方式による金属の表面処理受託加工
および雰囲気炉による金属の熱処理受託加工を行う。
製品品目として自動車、工作機械、建設機械等の金属
部品の熱処理がある。

高周波科学工業株式会社 389-0516 長野県 東御市田中８５１番地２ 1,863,729 1,863,729 167,955 11.09

300321 古河電気工業株式会社 100-8322 東京都 千代田区丸の内２丁目２番３号
代表取締役社
長 小林敬一

その他の非鉄
金属第2次製
錬・精製業（非
鉄金属合金製
造業を含む）

硫酸銅液を電気分解する事で銅を析出し、リチウムイオ
ン電池用負極集電体やプリント配線板用の電解銅箔製
造を行っている。製品は、国内外の家電、自動車メー
カー等、様々の業者に出荷している。

銅箔事業部門今市東工場 321-2331 栃木県 日光市針貝１０６６－２４ 76,277,328 76,277,328 11,733,101 6.50

300322 鹿島ケミカル株式会社 314-0102 茨城県 神栖市東和田３０番地
代表取締役社
長 久保田尚
志

ソーダ工業

プロピレンと塩素から塩化アリルを生産するときに副生
する塩酸の製造。製品は食品添加物として食品の中和
剤、鉄鋼の洗浄剤、イオン交換樹脂の再生用薬剤とし
て、広く使用されています。

本社工場 314-0102 茨城県 神栖市東和田３０番地 13,394,991 13,394,991 345,491 38.77

300323 株式会社 関商店 346-0003 埼玉県
久喜市久喜中央１－５－３２ ツ
ジヤビル２Ｆ

代表取締役
吉田潤

他に分類され
ないその他の
製造業

主に産業廃棄物のうち、紙くずと廃プラスチックを主原料
とした固形燃料RPFの製造販売

茨城工場 306-0213 茨城県 古河市北利根１４－１ 11,421,228 14,166,963 2,431,861 5.82

300323 株式会社 関商店 346-0003 埼玉県
久喜市久喜中央１－５－３２ ツ
ジヤビル２Ｆ

代表取締役
吉田潤

他に分類され
ないその他の
製造業

主に産業廃棄物のうち、紙くずと廃プラスチックを主原料
とした固形燃料RPFの製造販売

館林工場 374-0055 群馬県 館林市成島町１２５４－７ 2,745,735 14,166,963 2,431,861 5.82

300324 三條金属株式会社 959-1102 新潟県
三条市福島新田字大沼乙１２０
８

代表取締役
野水孝男

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ等を砂型に注ぎ、
冷却・成型・熱処理することで、各種鋳物製品の製造を
行う。製造物は建設メーカー等様々な事業者に出荷して
いる。

三條金属本社工場 959-1102 新潟県
三条市福島新田字大沼乙１２０
８

19,373,708 20,230,408 2,710,074 7.46
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300325 株式会社木村鋳造所 411-0905 静岡県 駿東郡清水町長沢１１５７
代表取締役
木村寿利

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

フルモールド鋳造法による鋳物製品の製造 電気炉を用
いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷却・整形する
ことで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造物は国内外
の自動車メーカー、金型メーカー、工作機械メーカー等、
種々な事業に出荷している。

本社工場 411-0905 静岡県 駿東郡清水町長沢１１５７ 11,474,652 91,566,996 15,596,373 5.87

300325 株式会社木村鋳造所 411-0905 静岡県 駿東郡清水町長沢１１５７
代表取締役
木村寿利

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

フルモールド鋳造法による鋳物製品の製造 電気炉を用
いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷却・整形する
ことで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造物は国内外
の自動車メーカー、金型メーカー、工作機械メーカー等、
種々な事業に出荷している。

御前崎工場 437-1615 静岡県 御前崎市門屋１ 57,768,480 91,566,996 15,596,373 5.87

300325 株式会社木村鋳造所 411-0905 静岡県 駿東郡清水町長沢１１５７
代表取締役
木村寿利

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

フルモールド鋳造法による鋳物製品の製造 電気炉を用
いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷却・整形する
ことで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造物は国内外
の自動車メーカー、金型メーカー、工作機械メーカー等、
種々な事業に出荷している。

群馬工場 379-2304 群馬県 太田市大原町２０９２ー５ 22,323,864 91,566,996 15,596,373 5.87

300326
株式会社ウエキコーポ
レーション

146-0085 東京都
大田区久が原５丁目３３番地１０
号

代表取締役社
長 木本伊彦

ガス供給所
製品窒素をジャパンセミコンダクター大分事業所が昼夜
連続に使用する為、窒素製造プラントの運転管理並びに
製品窒素の供給管理を主に行っている。

大分事業所 870-0197 大分県 大分市大字松岡３５００番地 24,421,469 24,421,469 289,622 84.32

300327 宮本冷蔵 株式会社 424-0204 静岡県
静岡市清水区興津中町８３０番
地

代表取締役
磯部哲哉

冷蔵倉庫業 冷凍マグロ商品等の保管 宮本冷蔵株式会社 424-0204 静岡県
静岡市清水区興津中町８３０番
地

1,353,977 1,353,977 80,876 16.74

300328
富士通ホーム＆オフィス
サービス株式会社

211-0041 神奈川県
川崎市中原区下小田中２－１２
－５ 富士通中原ビル

代表取締役社
長 植栗章夫

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

工場内のクリーンルームを転用し、雑菌や細かな塵
シャットアウトしたクリーンな栽培環境の中で、機能性野
菜を生産し、国内の様々な事業者に出荷している。

Akisaiやさい工場 965-8502 福島県
会津若松市門田町工業団地３
番地

3,922,025 3,922,025 163,139 24.04

300329 長野電鉄株式会社 380-0833 長野県 長野市権堂町２２０１番地
代表取締役社
長 笠原甲一

普通鉄道業 鉄道事業 長野線（長野～湯田中） 33.2ｋｍ運行 長野電鉄株式会社 380-0833 長野県 長野市権堂町２２０１番地 11,742,912 11,742,912 2,086,825 5.62

300330 株式会社野菜工房 368-0067 埼玉県 秩父市みどりが丘７０番地
代表取締役社
長 周藤一之

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

完全閉鎖型植物工場内で人工光を使ってレタス等の野
菜を栽培している。

福井南越前工場 919-0224 福井県
南条郡南越前町西大道第１２号
４番の１

2,552,970 3,140,585 137,400 22.85

300331 株式会社小野田商店 114-0024 東京都 北区西ケ原４－６１－１０
代表取締役社
長 小野田潔

製氷業

上水道をろ過し、その処理水を冷却設備で48時間かけ
て凍結させた「角氷」、あるいはそれを砕いて袋詰めした
「ぶっかき氷」などが主力商品である。 主な取引先は、
東京のバーなどの飲食店を得意先とする仲買業者であ
る。

尾竹橋工場 116-0001 東京都 荒川区町屋７－６－１ 1,312,045 3,491,255 431,336 8.09

300331 株式会社小野田商店 114-0024 東京都 北区西ケ原４－６１－１０
代表取締役社
長 小野田潔

製氷業

上水道をろ過し、その処理水を冷却設備で48時間かけ
て凍結させた「角氷」、あるいはそれを砕いて袋詰めした
「ぶっかき氷」などが主力商品である。 主な取引先は、
東京のバーなどの飲食店を得意先とする仲買業者であ
る。

墨田工場 131-0042 東京都 墨田区東墨田２－１－１４ 2,179,210 3,491,255 431,336 8.09

300332 株式会社 片貝製作所 947-0101 新潟県 小千谷市片貝町１０３６７－１０
代表取締役社
長 遠藤隆幸

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄、スクラップ、合金を砂鋳
型に注ぎ、冷却・成形する事で各種鋳物製品の製造を行
う。製造製品は、自動車、建設機械、産業機械等、様々
な事業者に出荷している。

本社・工場 947-0101 新潟県 小千谷市片貝町１０３６７－１０ 9,117,330 9,117,330 1,446,707 6.30

300333 日本カーボン株式会社 104-0032 東京都 中央区八丁堀一丁目１０番７号
代表取締役
宮下尚史

炭素質電極製
造業

石油や石炭から作られるコークスにバインダーを加え混
捏し、円柱状に成形後、熱処理(焼成・黒鉛化)をします。
その後加工して作られる製品は、鉄スクラップを原料とし
て精製を行う電気炉メーカーに出荷します。

富山工場 939-2254 富山県 富山市高内２７ 96,567,847 96,567,847 6,514,038 14.82

300334
東京グリコ乳業株式会
社

196-0021 東京都 昭島市武蔵野２－１４－１
代表取締役社
長 熊倉暁

乳製品製造業
（処理牛乳，
乳飲料を除く）

親会社である江崎グリコ株式会社の委託を受け、各種
乳製品の製造、販売を行なっている。

東京グリコ乳業株式会社 196-0021 東京都 昭島市武蔵野２－１４－１ 15,695,316 15,695,316 2,186,264 7.17

300335 東京ピグメント株式会社 360-0844 埼玉県 熊谷市御稜威ケ原２０１番地１１
取締役社長
田中淳

プラスチック成
形材料製造業

プラスチック成形材料の着色及びコンパウンド 東京ピグメント株式会社 360-0844 埼玉県 熊谷市御稜威ケ原２０１番地１１ 3,555,368 3,555,368 371,029 9.58

300336 株式会社向山工場 332-0016 埼玉県 川口市幸町３丁目９番１号
代表取締役社
長 向山勝

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを連続鋳造設備で
鋼塊とする。その鋼塊を圧延し、鉄筋コンクリート用棒鋼
を製造する。製品はマンション等の建物、土木工事等に
使用される。

久喜工場 346-0028 埼玉県 久喜市河原井町１番地 162,781,360 162,781,360 15,730,946 10.34

300337
キヤノンＩＴソリューション
ズ株式会社

140-8529 東京都
品川区東品川２－４－１１ 野村
不動産天王洲ビル

代表取締役社
長 足立正親

その他の情報
処理・提供
サービス業

ＩＴ機器などを稼働させるために適切な環境と設備を提供
し、その維持管理。

西東京事業所 188-0013 東京都 西東京市向台町３－５－３３ 30,711,921 30,718,648 2,124,802 14.45

300338
グリコ千葉アイスクリー
ム株式会社

278-0041 千葉県 野田市蕃昌１０
代表取締役社
長 納富正直

乳製品製造業
（処理牛乳，
乳飲料を除く）

親会社である江崎グリコの委託を受け、各種アイスク
リームの製造を行っている。

グリコ千葉アイスクリーム
株式会社

278-0041 千葉県 野田市蕃昌１０ 14,369,820 14,369,820 1,975,728 7.27

300339 相模原液酸株式会社 252-0205 神奈川県
相模原市中央区小山１丁目１番
１０号

代表取締役社
長 永田實

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を原料として圧縮後、膨張させ冷却、深冷まで温度
を下げ沸点の差を利用して液化酸素・液化窒素を製造。
病院、産業向けに製造している。

相模原液酸工場 252-0205 神奈川県
相模原市中央区小山１丁目１番
１０号

18,662,424 18,662,424 424,069 44.00

300340 日比共同製錬株式会社 100-0004 東京都 千代田区大手町１－１－２
代表取締役社
長 三浦章

銅第1次製錬・
精製業

委託社から支給された原料を、自熔炉等を用いて溶解
し、鋳型に注ぎ、粗銅を製造。粗銅を電気分解すること
により電気銅製品の製造を行う。製品は委託社に返還
後、委託社から国内外の電線メーカー等へ販売される。

日比共同製錬株式会社玉
野製錬所

706-8511 岡山県 玉野市日比６－１－１ 332,953,523 332,953,523 21,326,571 15.61
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300341 錦正工業株式会社 329-2733 栃木県 那須塩原市二区町３５３－６
代表取締役
永森久之

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は建設機械メーカー等、様々な事業者に出荷してい
る。

錦正工業株式会社 329-2733 栃木県 那須塩原市二区町３５３－６ 1,727,409 1,727,409 256,086 6.74

300342 朝日工業株式会社 367-0394 埼玉県 児玉郡神川町渡瀬２２２番地
代表取締役社
長 村上政徳

製鋼・製鋼圧
延業

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟを電気炉で溶解し、連続鋳造設備で鋳型に鋳
込み半製品を製造、また、その半製品を再加熱し圧延機
で延ばし鉄筋、丸棒にして建築業者、加工業者に出荷し
ている。

埼玉事業所 367-0394 埼玉県 児玉郡神川町渡瀬２２２ 160,256,473 160,256,473 20,995,193 7.63

300343 株式会社ソフィーナ 940-0134 新潟県
長岡市栃尾原町５丁目３番３５
号

代表取締役
西山成幸

その他の織物
業

ポリエステル、トリアセテート、レーヨン、綿、麻などの素
材を複合させた糸、ならびに織物を製造している。 織物
は主に商社へ出荷し、婦人衣料やユニフォーム、産業資
材などに加工されている。

本社 940-0134 新潟県
長岡市栃尾原町５丁目３番３５
号

4,966,120 4,966,120 526,409 9.43

300344 芳賀台地土地改良区 321-3406 栃木県 芳賀郡市貝町塩田１０１６
理事長 入野
正明

穀作サービス
業

１級河川荒川を水源とし、揚水機場を稼働させ、パイプラ
インを経て、農業を行うために必要な水を農地（水田及
び畑地）へ配水する。

森田揚水機場 321-0514 栃木県 那須烏山市森田９５９－１ 1,449,563 2,660,376 132,184 20.12

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA大手町ビル 100-0004 東京都 千代田区大手町二丁目２番２号 45,481,302 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA築地ビル 104-0045 東京都 中央区築地二丁目１１番１７号 2,660,223 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA三田ビル 108-0073 東京都 港区三田四丁目１９番１５号 20,431,077 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA大森山王ビル 143-0023 東京都 大田区山王一丁目３番５号 15,031,643 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTT品川TWINSDATA棟 108-0075 東京都 港区港南一丁目９番１号 36,064,435 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA三鷹ビル 181-0013 東京都 三鷹市下連雀五丁目７番１号 20,943,477 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA千葉ﾆｭｰﾀｳﾝﾋﾞﾙ 270-1352 千葉県 印西市大塚一丁目八番 10,408,054 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA葛西ﾃｸﾉﾋﾞﾙ 134-0088 東京都
江戸川区西葛西５丁目１０番２４
号

13,195,536 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA古河ビル 306-0012 茨城県 古河市旭町一丁目１番３２号 8,384,390 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA葵ビル 461-8605 愛知県
名古屋市東区葵一丁目２０番６
号

8,512,190 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA堂島ビル 530-0003 大阪府
大阪市北区堂島三丁目１番２１
号

78,530,831 276,170,064 19,955,384 13.83
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ば）代表者名
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300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA博多駅前ビル 812-0011 福岡県
福岡市博多区博多駅前一丁目
１７番２１号

7,055,841 276,170,064 19,955,384 13.83

300345
株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

135-6033 東京都
江東区豊洲三丁目三番三号豊
洲センタービル

代表取締役社
長 本間洋

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティーなどの
設備・環境・サービスを２４時間３６５日体制で提供

NTTDATA比治山ビル 732-0816 広島県
広島市南区比治山本町１１番２
０号

5,500,544 276,170,064 19,955,384 13.83

300346
三菱マテリアル株式会
社

100-8117 東京都 千代田区大手町１－３－２
取締役社長
小野直樹

その他の無機
化学工業製品
製造業

半導体、太陽電池に用いるシリコンウェハー原料となる
多結晶シリコン製造及びその製造工程にて副生するシラ
ンガスの製造

四日市工場 510-0841 三重県 四日市市三田町５番地 251,408,259 257,862,193 13,488,553 19.11

300346
三菱マテリアル株式会
社

100-8117 東京都 千代田区大手町１－３－２
取締役社長
小野直樹

その他の無機
化学工業製品
製造業

半導体、太陽電池に用いるシリコンウェハー原料となる
多結晶シリコン製造及びその製造工程にて副生するシラ
ンガスの製造

四日市工場 鈴鹿分室 510-0261 三重県 鈴鹿市御薗町５５１９番地 6,453,934 257,862,193 13,488,553 19.11

300348 株式会社フライトワン 326-0032 栃木県 足利市真砂町４１番地
代表取締役社
長 斎藤睦美

他に分類され
ないその他の
製造業

産業廃棄物の中間処理を行っているが、産業廃棄物の
うち紙くずと廃プラスチックを主として、選別・破砕・成型
を行いRPF固形燃料を製造し販売している。PRFは環境
面・経済面で優れた燃料であり、化石燃料代替として産
業界からのニーズは極めて高い。

F3工場 326-0032 栃木県 足利市真砂町５５ 4,185,875 4,209,238 132,677 31.72

300349
株式会社 日本水泳振
興会

329-0617 栃木県
河内郡上三川町上蒲生１２７－
１

代表取締役社
長 坂元要

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

上三川町からの指定管理者として、施設運営と管理を行
うことで、町民にスポーツ施設の提供サービスを行って
いる。

上三川いきいきプラザ 329-0617 栃木県
河内郡上三川町上蒲生１２７－
１

2,053,640 2,053,640 301,300 6.81

300350 キユーピー株式会社 150-0002 東京都 渋谷区渋谷１－４－１３
代表取締役社
長執行役員
長南収

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

人工照明を用いた野菜生産 及び 野菜生産技術の研
究開発

グリーンファクトリーセン
ター

961-0405 福島県 白河市表郷小松西町１ 3,025,373 3,025,373 189,090 15.99

300351
株式会社イメリスミネラ
ルズ・ジャパン

100-0013 東京都
千代田区霞が関３－２－６東京
倶楽部ビルディング１４階

代表取締役社
長 村上敦司

無機顔料製造
業

石灰石等の鉱物を原料とする製紙用填料・顔料スラリー
を製造する。

宮城工場 986-0844 宮城県 石巻市重吉町５－２ 29,691,320 39,530,660 4,964,985 7.96

300351
株式会社イメリスミネラ
ルズ・ジャパン

100-0013 東京都
千代田区霞が関３－２－６東京
倶楽部ビルディング１４階

代表取締役社
長 村上敦司

無機顔料製造
業

石灰石等の鉱物を原料とする製紙用填料・顔料スラリー
を製造する。

富士工場 416-0946 静岡県 富士市五貫島字堤添１２６９－１ 9,839,340 39,530,660 4,964,985 7.96

300352
株式会社新潟ジーシー
シー

950-0881 新潟県 新潟市東区榎町３５－１
代表取締役
三沢悦也

無機顔料製造
業

石灰石等の鉱物を原料とする製紙填料・顔料スラリーを
製造する。

株式会社新潟ジーシー
シー

950-0881 新潟県 新潟市東区榎町３５－１ 28,658,980 28,658,980 3,628,684 7.89

300353 農事組合法人ひかり 399-4301 長野県 上伊那郡宮田村７１６７
組合長理事
小田切康夫

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

ブナシメジの製造販売と休耕田を利用した野菜製造 農事組合法人ひかり 399-4301 長野県 上伊那郡宮田村７１６７ 3,335,299 3,335,299 525,372 6.34

300354 日立金属株式会社 108-8224 東京都 港区港南１丁目２番７０号
代表執行役
執行役社長
平木明敏

非鉄金属鋳物
製造業（銅・同
合金鋳物及び
ダイカストを除
く）

軽量化とデザイン性に優れた大口径・高意匠アルミホ
イールを製造し、主要自動車メーカーに供給している

熊谷地区事業所 360-8577 埼玉県 熊谷市大字三ケ尻５２００ 96,741,046 96,741,046 12,177,308 7.94

300355 昭和冷凍株式会社 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町１３０８－２
０

代表取締役社
長 大塩誠

冷蔵倉庫業 冷凍品並び冷蔵品の入出庫管理及び保管管理 本社冷凍倉庫 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町１３０８－２
０

4,126,660 7,805,685 1,166,625 6.69

300355 昭和冷凍株式会社 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町１３０８－２
０

代表取締役社
長 大塩誠

冷蔵倉庫業 冷凍品並び冷蔵品の入出庫管理及び保管管理 飛島冷凍倉庫 424-0037 静岡県
静岡市清水区袖師町飛島１９７
４－１１

1,640,852 7,805,685 1,166,625 6.69

300356 上毛電気鉄道株式会社 371-0016 群馬県 前橋市城東町４－１－１
取締役社長
古澤和秋

普通鉄道業 線路を使用して旅客の運送を行っている。 上毛電気鉄道株式会社 371-0016 群馬県 前橋市城東町４－１－１ 4,987,932 4,987,932 375,823 13.27

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

静岡県企業局西部事務所
須部取水場

431-2102 静岡県 浜松市北区都田町７５４０－８６ 1,118,943 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

静岡県企業局 西部事務
所 於呂取水場

434-0015 静岡県 浜松市浜北区於呂３３０３－１ 5,521,120 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

静岡県企業局西部事務所
都田浄水場

431-2102 静岡県 浜松市北区都田町９４３６ 1,723,202 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

静岡県企業局西部事務所
平口ポンプ場

434-0041 静岡県 浜松市浜北区平口２９３３－１ 1,064,935 40,890,794 6,137,219 6.66
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300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

榛南浄水場 421-0302 静岡県 榛原郡吉田町川尻４０３６－２ 3,137,599 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

寺谷取水場 438-0006 静岡県 磐田市寺谷２２５８ 6,827,453 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

飯田ポンプ場 437-0222 静岡県 周智郡森町飯田５７７ 2,983,571 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

於呂浄水場 434-0015 静岡県 浜松市浜北区於呂３３５８ 3,181,720 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

八幡取水場 411-0906 静岡県 駿東郡清水町八幡２０９ 1,057,534 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

中島浄水場 411-0814 静岡県 三島市中島１４３ 5,410,856 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

新林ポンプ場 419-0107 静岡県 田方郡函南町平井１２－１１ 1,794,041 40,890,794 6,137,219 6.66

300358 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

上水道業

広域的な立場から市町が必要とする水道用水を確保し、
長期的に安定した良質の生活用水を関係市町に供給す
るため、県下３広域水道による用水供給事業を実施。
年間給水量 78,993,187立米 給水日量 216,420立米
給水先 10市町

五本松ポンプ場 419-0107 静岡県 田方郡函南町平井１６９４－３０ 3,363,498 40,890,794 6,137,219 6.66

300359 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

工業用水道業

特定地域における工業用水の合理的な供給を確保する
とともに、地下水の水源保全を図るなど工業の健全な発
展と地盤沈下を防止するため、県下７工業用水道による
用水事業を実施。 年間給水量 191,686,094立米 給水
日量 525,167立米 給水先 348か所

堂庭取水場 411-0903 静岡県 駿東郡清水町堂庭１３８－１ 8,417,939 38,472,304 4,461,486 8.62

300359 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

工業用水道業

特定地域における工業用水の合理的な供給を確保する
とともに、地下水の水源保全を図るなど工業の健全な発
展と地盤沈下を防止するため、県下７工業用水道による
用水事業を実施。 年間給水量 191,686,094立米 給水
日量 525,167立米 給水先 348か所

厚原浄水場 419-0201 静岡県 富士市厚原１１１１ 1,099,424 38,472,304 4,461,486 8.62

300359 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

工業用水道業

特定地域における工業用水の合理的な供給を確保する
とともに、地下水の水源保全を図るなど工業の健全な発
展と地盤沈下を防止するため、県下７工業用水道による
用水事業を実施。 年間給水量 191,686,094立米 給水
日量 525,167立米 給水先 348か所

静岡県企業局東部事務所
蒲原取水場

421-3203 静岡県 静岡市清水区蒲原６３３－３ 6,372,184 38,472,304 4,461,486 8.62

300359 静岡県企業局 420-8601 静岡県 静岡市葵区追手町９番６号
静岡県公営企
業管理者 梅
藤久人

工業用水道業

特定地域における工業用水の合理的な供給を確保する
とともに、地下水の水源保全を図るなど工業の健全な発
展と地盤沈下を防止するため、県下７工業用水道による
用水事業を実施。 年間給水量 191,686,094立米 給水
日量 525,167立米 給水先 348か所

静岡県企業局東部事務所
富士川浄水場

421-3306 静岡県 富士市中之郷２１００ 19,780,824 38,472,304 4,461,486 8.62

300360
曙ブレーキ工業株式会
社

348-8508 埼玉県 羽生市東５－４－７１
代表取締役
信元久隆

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型に注ぎ、冷
却・成型する事でブレーキ鋳物素材の製造を行なう。製
造物は関連グループ企業へ出荷している。

曙ブレーキ工業株式会社
館林鋳造所

374-0001 群馬県
館林市大島町字東部工業団地
６０１２

25,456,512 25,456,512 2,657,343 9.57

300361 マスコー製紙株式会社 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町１４－１２
代表取締役社
長 増田明彦

機械すき和紙
製造業

パルプや古紙原料を溶解し除塵・精選してティッシュペー
パーやトイレットペーパー・キッチンペーパーなどの原紙
を抄造。後工程での加工を経て完成品を製造し、主とし
て小売店や生協で一般消費者向けに販売。抄造した原
紙はプライ・スリット加工し外販原紙としても販売する。な
お、昨年より原紙を外部から仕入れて後加工工程で完
成品を生産する事業も開始した。

富士宮本社工場 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町１４－１２ 14,692,040 15,451,537 2,569,272 6.01
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300362 小野製紙株式会社 417-0852 静岡県 富士市原田３４４
代表取締役
佐野武男

機械すき和紙
製造業

上質古紙を原料として溶解、洗浄の上、機械式抄紙機に
よってトイレットロールを生産する。生産品は親会社であ
る丸富製紙株式会社を通じ、ドラッグストア等様々な事
業者に出荷している。

小野製紙株式会社 本社
工場

417-0852 静岡県 富士市原田３４４ 13,139,594 13,555,863 2,011,911 6.73

300363
日本高周波鋼業株式会
社

101-0032 東京都
千代田区岩本町１－１０－５ＴＭ
Ｍビル８階

代表取締役社
長 河瀬昌博

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉による製鋼からの一貫製造により、主に工具鋼を
中心に建設・産業機械、自動車部品メーカー等向けの特
殊鋼鋼材を国内外に販売している。

富山製造所 934-8502 富山県 射水市八幡町３－１０－１５ 67,345,447 67,345,447 11,993,383 5.61

300364
ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング
株式会社

312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地
代表取締役社
長 宮本佳幸

集積回路製造
業

マイコン製品他各種半導体製品を製造している。前工程
製造ではウエーハ上で半導体集積回路を作りその完成
したウエーハは電気回路の動作を測定し、良品チップと
不良品チップに判定する作業を行っている。

滋賀工場 520-8555 滋賀県 大津市晴嵐二丁目９－１ 125,180,220 1,038,849,845 175,800,488 5.90

300364
ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング
株式会社

312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地
代表取締役社
長 宮本佳幸

集積回路製造
業

マイコン製品他各種半導体製品を製造している。前工程
製造ではウエーハ上で半導体集積回路を作りその完成
したウエーハは電気回路の動作を測定し、良品チップと
不良品チップに判定する作業を行っている。

山口工場 757-0298 山口県
宇部市東万倉神元２０１９２番地
３

85,506,480 1,038,849,845 175,800,488 5.90

300364
ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング
株式会社

312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地
代表取締役社
長 宮本佳幸

集積回路製造
業

マイコン製品他各種半導体製品を製造している。前工程
製造ではウエーハ上で半導体集積回路を作りその完成
したウエーハは電気回路の動作を測定し、良品チップと
不良品チップに判定する作業を行っている。

西条工場 793-8501 愛媛県 西条市ひうち８－６ 240,643,600 1,038,849,845 175,800,488 5.90

300364
ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング
株式会社

312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地
代表取締役社
長 宮本佳幸

集積回路製造
業

マイコン製品他各種半導体製品を製造している。前工程
製造ではウエーハ上で半導体集積回路を作りその完成
したウエーハは電気回路の動作を測定し、良品チップと
不良品チップに判定する作業を行っている。

那珂工場 312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地 91,968,359 1,038,849,845 175,800,488 5.90

300364
ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング
株式会社

312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地
代表取締役社
長 宮本佳幸

集積回路製造
業

マイコン製品他各種半導体製品を製造している。前工程
製造ではウエーハ上で半導体集積回路を作りその完成
したウエーハは電気回路の動作を測定し、良品チップと
不良品チップに判定する作業を行っている。

高崎工場 370-0021 群馬県 高崎市西横手町１１１ 101,654,517 1,038,849,845 175,800,488 5.90

300364
ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング
株式会社

312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地
代表取締役社
長 宮本佳幸

集積回路製造
業

マイコン製品他各種半導体製品を製造している。前工程
製造ではウエーハ上で半導体集積回路を作りその完成
したウエーハは電気回路の動作を測定し、良品チップと
不良品チップに判定する作業を行っている。

川尻工場 861-4195 熊本県 熊本市南区八幡１－１－１ 323,401,269 1,038,849,845 175,800,488 5.90

300364
ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング
株式会社

312-8504 茨城県 ひたちなか市堀口７５１番地
代表取締役社
長 宮本佳幸

集積回路製造
業

マイコン製品他各種半導体製品を製造している。前工程
製造ではウエーハ上で半導体集積回路を作りその完成
したウエーハは電気回路の動作を測定し、良品チップと
不良品チップに判定する作業を行っている。

高知工場 781-5332 高知県 香南市香我美町徳王子１２３ 70,495,400 1,038,849,845 175,800,488 5.90

300365 株式会社新潟食品運輸 950-0114 新潟県 新潟市江南区茗荷谷６７９－５
代表取締役
井越鉄雄

冷蔵倉庫業
取扱商品を適温(冷凍･冷蔵)で保管し、新潟県内や関東
方面を中心として全国へ配送し、在庫管理等による3PL
事業を行っている。

NCLセンター 950-0113 新潟県 新潟市江南区西山８３０－９ 2,450,914 6,426,514 677,810 9.48

300365 株式会社新潟食品運輸 950-0114 新潟県 新潟市江南区茗荷谷６７９－５
代表取締役
井越鉄雄

冷蔵倉庫業
取扱商品を適温(冷凍･冷蔵)で保管し、新潟県内や関東
方面を中心として全国へ配送し、在庫管理等による3PL
事業を行っている。

長岡支社 954-0412 新潟県 長岡市灰島新田９２３－１５ 2,336,270 6,426,514 677,810 9.48

300366
北越東洋ファイバー株式
会社

410-0306 静岡県 沼津市大塚８８８番地
代表取締役社
長 郷智行

洋紙製造業
購入パルプを用いて１層抄きの紙を生産。主に工程紙、
建材用、紙管用に使用される。また、当社沼津工務部で
加工するためのファイバー原紙を生産する。

静岡工場富士工務部 419-0202 静岡県 富士市久沢一丁目１番１号 6,197,086 6,197,086 534,141 11.60

300367
株式会社習志野トラック
センター

275-0024 千葉県 習志野市茜浜１－１０－１
代表取締役
福島昇

冷蔵倉庫業 冷蔵、冷凍保管
株式会社習志野トラックセ
ンター

275-0024 千葉県 習志野市茜浜１－１０－１ 1,408,627 1,408,627 134,466 10.47

300368
株式会社 トモエガスセ
ンター

144-0053 東京都 大田区蒲田本町１－２－５
代表取締役
西村長之

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料の空気を圧縮し前処理後、深冷空気分離装置にて
窒素ガス及び液化窒素の製造を行い、窒素ガスはパイ
ピングにて所定のユーザーへ供給。液化窒素は貯槽に
貯蔵された後、各種容器へ充填し出荷。

茂原工場 297-0037 千葉県 茂原市早野２７１９－１ 11,806,363 26,454,133 801,218 33.01

300368
株式会社 トモエガスセ
ンター

144-0053 東京都 大田区蒲田本町１－２－５
代表取締役
西村長之

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料の空気を圧縮し前処理後、深冷空気分離装置にて
窒素ガス及び液化窒素の製造を行い、窒素ガスはパイ
ピングにて所定のユーザーへ供給。液化窒素は貯槽に
貯蔵された後、各種容器へ充填し出荷。

高崎工場 370-0021 群馬県 高崎市西横手町字堀合１－１３ 9,637,170 26,454,133 801,218 33.01

300368
株式会社 トモエガスセ
ンター

144-0053 東京都 大田区蒲田本町１－２－５
代表取締役
西村長之

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料の空気を圧縮し前処理後、深冷空気分離装置にて
窒素ガス及び液化窒素の製造を行い、窒素ガスはパイ
ピングにて所定のユーザーへ供給。液化窒素は貯槽に
貯蔵された後、各種容器へ充填し出荷。

津軽工場 037-0017 青森県
五所川原市大字漆川字鍋懸１５
１－２１

5,010,600 26,454,133 801,218 33.01

300369 ＴＩＳ株式会社 160-0023 東京都
新宿区西新宿８－１７－１ 住友
不動産新宿グランドタワー

代表取締役社
長 桑野徹

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティー・通信な
どの設備環境 及び サービスデスク・監視などの保守・
運用サービスを提供。

TIS東京センター 135-0016 東京都 江東区東陽五丁目２９番１９号 12,650,573 69,196,770 10,952,105 6.31

300369 ＴＩＳ株式会社 160-0023 東京都
新宿区西新宿８－１７－１ 住友
不動産新宿グランドタワー

代表取締役社
長 桑野徹

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティー・通信な
どの設備環境 及び サービスデスク・監視などの保守・
運用サービスを提供。

TIS東京第３センター 135-0043 東京都 江東区塩浜二丁目７番１３号 13,833,114 69,196,770 10,952,105 6.31

300369 ＴＩＳ株式会社 160-0023 東京都
新宿区西新宿８－１７－１ 住友
不動産新宿グランドタワー

代表取締役社
長 桑野徹

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティー・通信な
どの設備環境 及び サービスデスク・監視などの保守・
運用サービスを提供。

ＧＤＣ御殿山 141-0001 東京都 品川区北品川六丁目５番１７号 24,779,718 69,196,770 10,952,105 6.31
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300369 ＴＩＳ株式会社 160-0023 東京都
新宿区西新宿８－１７－１ 住友
不動産新宿グランドタワー

代表取締役社
長 桑野徹

その他の情報
処理・提供
サービス業

お客様のサーバやネットワーク機器を預かり、安定した
電力供給及び空調機能を備えたデータセンターにて、ス
ペース・電力・無停電電源・ラック・セキュリティー・通信な
どの設備環境 及び サービスデスク・監視などの保守・
運用サービスを提供。

TIS大阪センター 564-0053 大阪府 吹田市江の木町１１番３０号 5,391,818 69,196,770 10,952,105 6.31

300370 関東電化工業株式会社 101-0063 東京都 千代田区神田淡路町２－１０５
代表取締役社
長 長谷川淳
一

ソーダ工業

塩水を電気分解することにより得られるか性ソーダ、塩
素および水素とこれらを利用して製造される有機溶剤類
を製品としている。本製品類はわれわれの生活に必要
な汎用品として、また、多種多様な産業分野の素材や原
料として使用されている。

水島工場 712-8533 岡山県 倉敷市松江４丁目４－８ 151,696,696 151,696,696 13,489,580 11.24

400001 能任絹株式会社 929-1411 石川県 羽咋郡宝達志水町ワ―８番地
代表取締役
能任芳裕

絹・人絹織物
業

エアージェットルーム（ＡＪＬ）マシンによる、ベンベルグ織
物及び接着芯地の製造

能任絹株式会社 929-1411 石川県
羽咋郡宝達志水町柳瀬ワー８
番地

8,681,508 8,681,508 398,103 21.80

400002 清酒織物有限会社 926-0834 石川県 七尾市東三階町へ部２７番地
代表取締役
清酒弥彦

その他の織物
業

合繊織物の賃加工を行う。製造物は原材料を仕入れて
いる事業者に供給している

清酒織物有限会社 926-0834 石川県 七尾市東三階町へ部２７番地 1,802,712 1,802,712 87,241 20.66

400003 ウロコ冷蔵株式会社 920-0211 石川県 金沢市湊４丁目７番地２
代表取締役
鈴木之雄

冷蔵倉庫業
冷凍食品及び冷凍食品原材料の入庫、保管、出庫業
務。商品、原材料の凍結業務。

ウロコ冷蔵株式会社 920-0211 石川県 金沢市湊４丁目７番地２ 1,603,836 1,603,836 216,987 7.39

400004
公益財団法人 岐阜県
浄水事業公社

504-0923 岐阜県 各務原市前渡西町１５２１
理事長 若宮
克行

下水道処理施
設維持管理業

岐阜市（一部）、各務原市、美濃加茂市、可児市、岐南
町、笠松町、坂祝町、川辺町、八百津町及び御嵩町の４
市６町の処理区域を対象とした下水を、各務原市前渡西
町に設置された各務原浄化センターで下水処理を行い、
木曽川及び長良川へ放流しています。

岐阜県各務原浄化セン
ター

504-0923 岐阜県 各務原市前渡西町１５２１ 18,964,968 18,964,968 2,183,148 8.68

400005
松阪木質バイオマス熱
利用協同組合

515-2314 三重県
松阪市嬉野新屋庄町１２５２番
地

代表理事 辻
保彦

熱供給業
木質チップを用いてボイラーで蒸気を作り菜種、コーンを
用いて食用油を製造している隣の工場に送気している。

松阪木質バイオマス熱利
用協同組合

515-2314 三重県
松阪市嬉野新屋庄町１２５２番
地

3,384,543 3,384,543 459,375 7.36

400006 株式会社 エヌテックス 929-1631 石川県
鹿島郡中能登町久江ケ乙部１６
番地

代表取締役社
長 中村信二

その他の織物
業

取引先より支給された原糸をエアージェットの機械を用
いて合繊織物の製造を行っている。

株式会社エヌテックス 929-1631 石川県
鹿島郡中能登町久江ケ乙部１６
番地

1,059,184 1,059,184 51,823 20.43

400007 稲垣工業株式会社 445-0801 愛知県 西尾市南中根町山畑７０番地１
代表取締役社
長 稲垣裕亮

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉で溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷却･成型
することで、各種鋳物製品の製造を行う。

稲垣工業株式会社 445-0801 愛知県 西尾市南中根町山畑７０番地１ 27,126,428 27,126,428 3,586,709 7.56

400008
中部国際空港エネル
ギー供給株式会社

479-8705 愛知県 常滑市セントレア一丁目１番地
代表取締役社
長 各務正人

熱供給業
中部国際空港において ①熱供給事業法に基づく熱供給
事業 ②熱供給に附帯して発生する電力の供給 ③前各
号の事業に附帯する事業 を営んでいる。

エネルギーセンター 479-8705 愛知県 常滑市セントレア一丁目１番地 11,170,453 11,170,453 1,608,909 6.94

400009
株式会社ノシロ合繊川
北

923-1271 石川県
能美郡川北町田子島１２０番地
１

代表取締役社
長 田村清克

かさ高加工糸
製造業

高速仮より機を使用したナイロン仮より糸の製造を行っ
ております。婦人衣料、スポーツ衣料用途が中心です。

（株）ノシロ合繊川北 923-1271 石川県
能美郡川北町田子島１２０番地
１

3,576,696 3,576,696 211,775 16.88

400010 （有）福松 444-0303 愛知県 西尾市中畑町六斗蒔２４番地
代表取締役
松川伸二

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄 スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、成形をすることで、各種鋳物製品の製造を行う。製
造物は主に水道用異形管、ﾊﾞﾙﾌﾞ等を国内水道管ﾒｰｶｰ
に出荷している。

有限会社 福松 444-0303 愛知県 西尾市中畑町六斗蒔２４番地 1,219,759 1,219,759 216,124 5.64

400011 アサドリ商事株式会社 501-0634 岐阜県
揖斐郡揖斐川町上野２１９０番
地１５

代表取締役
小森慎也

砕石製造業 原石を破砕選別することにより、砕石の製造を行う。 アサドリプラント 501-0634 岐阜県
揖斐郡揖斐川町上野２１９０番
地１５

1,325,486 1,325,486 34,835 38.05

400012 中日本炉工業株式会社 490-1203 愛知県 あま市木折八畝割８
代表取締役
後藤峰男

金属熱処理業

熱処理技術部では自社製の装置を用いてCVDｺｰﾃｨﾝｸﾞ
と真空熱処理の受託加工を行っている。大中小計24基
の装置を使用し賃加工の他に設備導入を検討されてい
るお客様の多岐にわたるﾃｽﾄ処理も数多く手掛けてい
る。またCVDｺｰﾃｨﾝｸﾞでは表面処理の中でも密着性、内
径部など膜の付き回りに優れ、高精度で耐久性のあるﾊﾟ
ﾝﾁ、ﾀﾞｲｽなど各種金型を安定した品質で納入可能にし
ている。

熱処理事業部 490-1203 愛知県 あま市木折八畝割８ 4,526,980 4,526,980 451,767 10.02

400013 中部液酸株式会社 478-0045 愛知県 知多市南浜町２７番地
代表取締役社
長 土屋俊実

圧縮ガス・液
化ガス製造業

ＬＮＧ（液化天然ガス）の冷熱を利用して液化酸素・液化
窒素・液化アルゴン・ガス窒素の製造及び販売を行って
いる。

中部液酸株式会社 478-0045 愛知県 知多市南浜町２７番地 67,038,566 67,038,566 2,006,621 33.40

400014 興和冷蔵株式会社 460-0003 愛知県
名古屋市中区錦３丁目６番２９
号

代表取締役
松原光男

冷蔵倉庫業
主として物品の冷蔵、冷凍、保管を行っている。また、一
部の事業所でCVS向け商品の仕分け作業を行ってい
る。

中部物流センター 494-0001 愛知県 一宮市開明字愛宕北１番２ 6,833,838 8,858,725 1,336,333 6.62

400014 興和冷蔵株式会社 460-0003 愛知県
名古屋市中区錦３丁目６番２９
号

代表取締役
松原光男

冷蔵倉庫業
主として物品の冷蔵、冷凍、保管を行っている。また、一
部の事業所でCVS向け商品の仕分け作業を行ってい
る。

名港工場 455-0056 愛知県 名古屋市港区砂美町１８５番地 1,135,845 8,858,725 1,336,333 6.62

400015 株式会社東伸工業 485-0024 愛知県 小牧市南外山花ノ木８９８－１
代表取締役
相原通宏

金属熱処理業

メッシュベルト式焼き入れ・焼き戻し炉を用いて、金属製
品（自動車部品）の焼き入れ。焼き戻しの加工を行う。加
工品は主に、自動車部品のねじ・ナットで様々な事業者
に出荷している。

東伸工業株式会社 485-0024 愛知県 小牧市南外山花ノ木８９８－１ 3,574,239 3,574,239 609,501 5.86

400016 株式会社トーシン 485-0024 愛知県 小牧市南外山花ノ木８９８－１
代表取締役
相原伸太郎

金属熱処理業

連続式焼鈍炉・焼準炉を用いて、金属製品（自動車部
品）の焼き入れ・焼き戻しの加工を行う加工品は主に自
動車部品のねじ・ナットで親会社である東伸工業㈱に出
荷している。

㈱トーシン春日井工場 486-0901 愛知県
春日井市牛山町字下田面中１２
０３－７

1,850,655 1,981,396 255,205 7.76

400017 株式会社トーテック 486-0901 愛知県
春日井市牛山町字下田面中１２
０３番地の７

代表取締役
相原通宏

金属熱処理業

メッシュベルト式焼入れ・焼き戻し炉を用いて、金属製品
（自動車部品）の焼き入れ・焼き戻しの加工を行う。加工
品は主に自動車部品のねじ・ナットで親会社である東伸
工業㈱へ出荷している。

株式会社トーテック 486-0901 愛知県
春日井市牛山町字下田面中１２
０３番地の７

4,887,908 4,887,908 758,773 6.44
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400018 鈴木鋳造株式会社 503-0945 岐阜県 大垣市浅西１丁目１１７番地
代表取締役社
長 鈴木康幸

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉（低周波誘導炉）を用いて鉄スクラップを熔解して
砂型に注ぐ冷却後仕上げ出荷前検査を行い鋳物製品の
製造を行う。主に自動車金型、工作機械バルブ等の業
者に出荷している。

鈴木鋳造株式会社 503-0945 岐阜県 大垣市浅西１－１１７番地 2,838,954 2,838,954 400,780 7.08

400019
株式会社エコペーパーＪ
Ｐ

488-0031 愛知県 尾張旭市晴丘町東８２番地１
代表取締役社
長 葛西宏治

板紙製造業
段ボール故紙を溶解し、また調整することで再利用可能
な原料とし、それを抄紙機にて紙層形成し、乾燥させる
ことによって再生紙の製造を行う。

株式会社エコペーパーＪＰ 488-0031 愛知県 尾張旭市晴丘町東８２番地１ 27,930,428 27,930,428 4,932,626 5.66

400020 愛知高速交通株式会社 480-1342 愛知県
長久手市茨ケ廻間１５３３番地７
３６

代表取締役社
長 丹羽健一
郎

軌道業
軌道法による一般運輸業及びこれに付帯・関連する事
業

愛知高速交通株式会社 480-1342 愛知県
長久手市茨ケ廻間１５３３番地７
３６

14,959,305 14,959,305 1,632,915 9.16

400021 松阪可鍛株式会社 515-0027 三重県 松阪市朝田町野入３
取締役社長
北村正明

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形する事で、各種鋳物製品の製造を行う。製造品
は国内バルブメーカー等様々な事業所に出荷している。

松阪可鍛株式会社 515-0027 三重県 松阪市朝田町野入３ 5,548,895 5,548,895 954,025 5.81

400022 東栄製紙工業株式会社 509-7201 岐阜県 恵那市大井町３２１－４
代表取締役社
長 高木應浩

板紙製造業
古紙を原料とし、溶解→紙抄き→乾燥→巻取工程を介し
段ボール原紙を製造する。

東栄製紙工業株式会社 509-7201 岐阜県 恵那市大井町３２１－４ 13,476,517 13,476,517 1,887,864 7.13

400023 山口鋼業株式会社 500-8364 岐阜県 岐阜市本荘中ノ町５丁目８番地
代表取締役社
長 山口浩之
介

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型にて連続鋳
造し中間材のビレットを製造する。そのビレットを熱間圧
延して 終製品である鉄筋丸棒を製造し、中部圏のユー
ザーに出荷している。また、ビレットの一部は輸出もして
いる。

本社工場 500-8364 岐阜県 岐阜市本荘中ノ町５－８ 114,531,100 114,531,100 12,128,434 9.44

400024 三重アスベル株式会社 514-2104 三重県 津市美里町家所３４５６－３
代表取締役
今井克宣

プラスチック製
日用雑貨・食
卓用品製造業

生活日用品を主体とするプラスチック製品製造業 本社工場 514-2104 三重県 津市美里町家所３４５６－３ 9,171,311 9,171,311 779,859 11.76

400025 北国合繊株式会社 929-0121 石川県 能美市吉原釜屋町ワ２１番地１
代表取締役
前田俊彦

かさ高加工糸
製造業

ポリエステルを主体とした原糸に熱を加え、主に衣料・
資材用向けとして、かさ高加工糸を生産している。

北国合繊株式会社 929-0121 石川県 能美市吉原釜屋町ワ２１番地１ 8,792,016 8,792,016 515,516 17.05

400026 株式会社エステム 457-0821 愛知県
名古屋市南区弥次ヱ町２－１９
－１

代表取締役
社長 塩﨑敦
子

下水道処理施
設維持管理業

公共下水道処理施設の運転管理、設備保守、ユーティリ
ティの調達を実施し、設備の機能を発揮し、公共用水域
の保全に努める。

知多事業所 478-0045 愛知県
知多市南浜町２５南部浄化セン
ター内

4,736,504 5,381,220 666,670 8.07

400027 宮米織物株式会社 929-1817 石川県 鹿島郡中能登町徳前１２部４６
代表取締役社
長 宮本徹

絹・人絹織物
業

織機を用いて経糸と緯糸を交錯させて織物の製造を行
う。織物は衣料品や産業資材用品の基布としてメー
カー、商社等を通じて国内外に出荷されている。

宮米織物株式会社 ジェッ
ト織布

929-1817 石川県
鹿島郡中能登町徳前ウ之部１６
６番地

6,941,376 15,820,091 1,326,350 11.92

400027 宮米織物株式会社 929-1817 石川県 鹿島郡中能登町徳前１２部４６
代表取締役社
長 宮本徹

絹・人絹織物
業

織機を用いて経糸と緯糸を交錯させて織物の製造を行
う。織物は衣料品や産業資材用品の基布としてメー
カー、商社等を通じて国内外に出荷されている。

宮米織物株式会社 織布 929-1817 石川県
鹿島郡中能登町徳前８０部８０
番地

8,268,336 15,820,091 1,326,350 11.92

400028 エイキ株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町ふー１
代表取締役社
長 元英彦

かさ高加工糸
製造業

合成繊維に撚りをかけながら、ヒーター等を用いて熱
セットする工程を経て、かさ高加工糸を製造。原糸メー
カーや商社を通して出荷され、生地となり様々な用途で
使用される。

エイキ(株)本社工場 923-0311 石川県 小松市木場町ふ－１ 2,278,878 9,643,452 519,982 18.54

400028 エイキ株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町ふー１
代表取締役社
長 元英彦

かさ高加工糸
製造業

合成繊維に撚りをかけながら、ヒーター等を用いて熱
セットする工程を経て、かさ高加工糸を製造。原糸メー
カーや商社を通して出荷され、生地となり様々な用途で
使用される。

エイキ(株)粟津工場 923-0304 石川県 小松市下粟津町れ１０ 2,481,528 9,643,452 519,982 18.54

400028 エイキ株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町ふー１
代表取締役社
長 元英彦

かさ高加工糸
製造業

合成繊維に撚りをかけながら、ヒーター等を用いて熱
セットする工程を経て、かさ高加工糸を製造。原糸メー
カーや商社を通して出荷され、生地となり様々な用途で
使用される。

エイキ(株)瀬領工場 923-0183 石川県 小松市瀬領町イ３８番地－３ 3,719,808 9,643,452 519,982 18.54

400028 エイキ株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町ふー１
代表取締役社
長 元英彦

かさ高加工糸
製造業

合成繊維に撚りをかけながら、ヒーター等を用いて熱
セットする工程を経て、かさ高加工糸を製造。原糸メー
カーや商社を通して出荷され、生地となり様々な用途で
使用される。

エイキ(株)志賀工場 925-0142 石川県 羽咋郡志賀町福野５－７－７ 1,163,238 9,643,452 519,982 18.54

400029 中勢製氷冷蔵株式会社 514-0101 三重県 津市白塚町４７７１－２
代表取締役
長野浩也

製氷業
氷の製造及び販売、冷凍保管業務。 飲食店やスー
パー、コンビニ向けの氷を販売しています。

あのつ台工場 514-0131 三重県 津市あのつ台５丁目１－５ 1,433,321 3,106,396 495,630 6.26

400030 高岡冷蔵株式会社 933-0852 富山県 高岡市下黒田７７７番地
代表取締役社
長 荻布宗一

冷蔵倉庫業 冷凍商品及びチルド商品の保管 富山工場 930-0177 富山県 富山市西二俣９１－１ 1,866,097 3,075,282 381,308 8.06

400031 斉藤鋳造株式会社 443-0105 愛知県 蒲郡市西浦町東一木１３番地６
代表取締役
斉藤昌宏

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて、溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は、国内工作機械メーカー等、様々な事業者に出荷して
います。

斉藤鋳造㈱ 443-0036 愛知県 蒲郡市浜町４３ 2,530,232 2,530,232 417,179 6.06

400032 極東冷蔵株式会社 510-0011 三重県 四日市市霞二丁目１番地の５
代表取締役社
長 小森信弥

冷蔵倉庫業

品質保持のため、貨物を急速冷凍する業務や国内外を
問わず水産物、農産物、冷凍食品、工業品などを摂氏
15℃以下で管理することが必要な貨物を温度帯別に保
管する業務

霞工場 510-0011 三重県 四日市市霞二丁目１番地の２ 2,457,709 3,438,594 467,261 7.35

400033
株式会社沼田熱処理工
業所

501-3217 岐阜県 関市下有知５４６６番地の５
代表取締役
沼田泰史

金属熱処理業

電気炉を用いて金属製品、鉄鋼製品及び材料の加熱、
冷却 （焼入れ、焼き戻し、焼きなまし等）を行い指定の硬
さに加工して顧客に渡す。 金属製品には工作機械部
品、自動車部品、金型、刃物等がある。

株式会社沼田熱処理工業
所第２工場

501-3217 岐阜県 関市下有知５４９１ 他６筆 2,195,540 2,195,540 250,520 8.76

400034
良川サイジング株式会
社

929-1602 石川県
鹿島郡中能登町能登部上甲部
２番地１

代表取締役社
長 水口茂

絹・人絹織物
業

客先より原糸支給され、経糸を整経して、ビームを巻く。
これに緯糸を織り込み、織物を製造して客先へ出荷す
る。

良川サイジング株式会社
本社工場

929-1602 石川県
鹿島郡中能登町能登部上甲部
２番地１

5,953,776 5,953,776 738,009 8.06
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400035 山旺理研株式会社 452-0812 愛知県 名古屋市西区玉池町５番地
代表取締役
松浪秀晃

電気めっき業
（表面処理鋼
材製造業を除
く）

電気めっき（硬質クロムめっき）の受託処理により、車、
産業用油圧、空圧機器部品のめっき処理を行う。

本社工場 452-0812 愛知県 名古屋市西区玉池町５番地 6,238,402 7,071,189 987,406 7.16

400036 東洋鋳鉄株式会社 510-0832 三重県 四日市市伊倉三丁目５番４０号
代表取締役
飯田清一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを型枠に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、国内外の自動車メーカー及び工作一般産業機械
メーカー等、様々な事業者に出荷している。

本社工場 510-0832 三重県 四日市市伊倉三丁目５番４０号 3,387,676 3,387,676 566,337 5.98

400037
株式会社金沢環境サー
ビス公社

921-8021 石川県 金沢市御影町２３番１０号
代表取締役
平嶋進

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の維持管理を24時間体制で包括的に行って
いる。

西部水質管理センター 921-8016 石川県 金沢市東力町ハ２７２番地 5,677,704 5,748,679 363,218 15.82

400038 石川中央魚市株式会社 920-0024 石川県 金沢市西念４丁目７番１号
代表取締役会
長 横町博一

冷蔵倉庫業
主に水産物、一部青果物を冷凍及び冷蔵保管する業務
を行っています。

第一冷蔵工場 920-0024 石川県 金沢市西念４丁目１４番１号 1,397,562 3,659,142 389,407 9.39

400038 石川中央魚市株式会社 920-0024 石川県 金沢市西念４丁目７番１号
代表取締役会
長 横町博一

冷蔵倉庫業
主に水産物、一部青果物を冷凍及び冷蔵保管する業務
を行っています。

みなと冷蔵工場 920-0211 石川県 金沢市湊４丁目５番１号 1,284,840 3,659,142 389,407 9.39

400039 名古屋冷蔵株式会社 456-0072 愛知県
名古屋市熱田区川並町２番２２
号

代表取締役社
長 堀内博文

冷蔵倉庫業
冷凍、冷蔵倉庫業 保管事業 得意先の冷凍、冷蔵貨
物を温度帯別に保管する業務

本場事業所 456-0072 愛知県 名古屋市熱田区川並町２－２２ 1,894,495 4,690,546 622,806 7.53

400039 名古屋冷蔵株式会社 456-0072 愛知県
名古屋市熱田区川並町２番２２
号

代表取締役社
長 堀内博文

冷蔵倉庫業
冷凍、冷蔵倉庫業 保管事業 得意先の冷凍、冷蔵貨
物を温度帯別に保管する業務

北部事業所 480-0202 愛知県
西春日井郡豊山町豊場字八反
１０７

2,796,051 4,690,546 622,806 7.53

400040 アイシン新和株式会社 939-0626 富山県
下新川郡入善町入膳２４５８番
地

代表取締役社
長 二井郁夫

自動車部分
品・附属品製
造業

キュポラ・電気炉を用いて自動車部品の鋳造を行なう。
また一部の鋳造品についてはＮＣ旋盤・マシニングセン
タ等による加工も行なう。製品は国内自動車部品メー
カーに出荷している。

入善工場 939-0626 富山県
下新川郡入善町入膳２４５８番
地

89,286,326 89,286,326 14,115,621 6.32

400041 大須賀鐵工株式会社 456-0006 愛知県 名古屋市熱田区沢下町６－２４
代表取締役社
長 大須賀顕
一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は国内の工作機械・織機メーカー等、様々な事業所に出
荷している。

大須賀鐵工株式会社 456-0006 愛知県 名古屋市熱田区沢下町６－２４ 1,143,954 1,143,954 192,501 5.94

400042 有限会社 川中織物 928-0043 石川県 輪島市房田町２０の１１番地
代表取締役
川中陽一

絹・人絹織物
業

エアージェットルームマシンによる、レーヨン織物及びア
セテート織物の製造

輪島房田 928-0043 石川県 輪島市房田町２０の１１番地 1,187,808 1,187,808 57,591 20.62

400043
アイコクアルファエイチ
ティー株式会社

495-0012 愛知県 稲沢市祖父江町本甲大溝７５
代表取締役
樋田克史

金属熱処理業
電気炉を用いて、各種自動車部品の熱処理を行う。処理
品は、国内外の自動車ﾒｰｶｰ等、様々な業者に出荷して
いる。

山崎工場 495-0002 愛知県
稲沢市祖父江町山崎台所３５－
１

10,632,590 10,632,590 1,510,552 7.03

400044 株式会社若野鋳造所 933-0957 富山県 高岡市早川５５８
代表取締役社
長 若野歌子

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物の製造を行う。製造物は、
国内外の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷してい
る。

株式会社若野鋳造所 933-0957 富山県 高岡市早川５５８ 3,972,920 3,972,920 706,398 5.62

400045 愛知製鋼株式会社 476-8666 愛知県 東海市荒尾町ワノ割１番地
代表取締役社
長 藤岡高広

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉で溶解した鉄スクラップを精錬し、鋳込んだ鋼塊
を圧延することで各種鋼材を製造。 製造物は、国内外
の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷。

知多事業所 476-8666 愛知県 東海市荒尾町ワノ割１番地 767,061,222 778,306,021 100,822,418 7.71

400045 愛知製鋼株式会社 476-8666 愛知県 東海市荒尾町ワノ割１番地
代表取締役社
長 藤岡高広

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉で溶解した鉄スクラップを精錬し、鋳込んだ鋼塊
を圧延することで各種鋼材を製造。 製造物は、国内外
の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷。

刈谷工場 448-0848 愛知県 刈谷市豊田町３丁目６番地 11,244,799 778,306,021 100,822,418 7.71

400046 大同特殊鋼株式会社 461-8581 愛知県
名古屋市東区東桜一丁目１番１
０号 アーバンネット名古屋
ビル

代表取締役社
長執行役員
石黒 武

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、合金成分を加え
清浄度を上げるため精錬した後に凝固させ、熱間及び
冷間で加工整形することで各種特殊鋼製品の製造を行
う。製造物は国内外の自動車メーカー等、様々な事業者
に出荷している。

知多工場 477-0035 愛知県 東海市元浜町３９番地 1,355,563,055 1,694,848,774 268,232,434 6.31

400046 大同特殊鋼株式会社 461-8581 愛知県
名古屋市東区東桜一丁目１番１
０号 アーバンネット名古屋
ビル

代表取締役社
長執行役員
石黒 武

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、合金成分を加え
清浄度を上げるため精錬した後に凝固させ、熱間及び
冷間で加工整形することで各種特殊鋼製品の製造を行
う。製造物は国内外の自動車メーカー等、様々な事業者
に出荷している。

星崎工場 457-8545 愛知県
名古屋市南区大同町二丁目３０
番地

91,646,190 1,694,848,774 268,232,434 6.31

400046 大同特殊鋼株式会社 461-8581 愛知県
名古屋市東区東桜一丁目１番１
０号 アーバンネット名古屋
ビル

代表取締役社
長執行役員
石黒 武

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、合金成分を加え
清浄度を上げるため精錬した後に凝固させ、熱間及び
冷間で加工整形することで各種特殊鋼製品の製造を行
う。製造物は国内外の自動車メーカー等、様々な事業者
に出荷している。

渋川工場 377-0007 群馬県 渋川市石原５００番地 203,727,023 1,694,848,774 268,232,434 6.31

400046 大同特殊鋼株式会社 461-8581 愛知県
名古屋市東区東桜一丁目１番１
０号 アーバンネット名古屋
ビル

代表取締役社
長執行役員
石黒 武

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、合金成分を加え
清浄度を上げるため精錬した後に凝固させ、熱間及び
冷間で加工整形することで各種特殊鋼製品の製造を行
う。製造物は国内外の自動車メーカー等、様々な事業者
に出荷している。

君津工場 299-1141 千葉県 君津市君津１番地 16,598,759 1,694,848,774 268,232,434 6.31

400046 大同特殊鋼株式会社 461-8581 愛知県
名古屋市東区東桜一丁目１番１
０号 アーバンネット名古屋
ビル

代表取締役社
長執行役員
石黒 武

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉を用いて溶解し、合金成分を加え
清浄度を上げるため精錬した後に凝固させ、熱間及び
冷間で加工整形することで各種特殊鋼製品の製造を行
う。製造物は国内外の自動車メーカー等、様々な事業者
に出荷している。

築地テクノセンター 455-0022 愛知県 名古屋市港区竜宮町１０番地 27,313,747 1,694,848,774 268,232,434 6.31

400047
株式会社大同キャスティ
ングス

455-0022 愛知県 名古屋市港区竜宮町１０番地
代表取締役社
長 高橋 元

他に分類され
ない鉄鋼業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却することで、小ロット鋼種の鋼塊を製造する。製造物
は、圧延母材として出荷する。

鋳鋼品事業部 455-0022 愛知県 名古屋市港区竜宮町１０番地 14,316,940 14,316,940 1,890,306 7.57
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400048 恵那アルマイト株式会社 460-0008 愛知県
名古屋市中区栄三丁目３２番２
２号

代表取締役
青木茂雄

その他の金属
表面処理業

直流電源装置を用いてアルミニウムの表面に酸化皮膜
及び塗装膜をつける事で表面処理を行なう

恵那工場 509-7201 岐阜県 恵那市大井町字横平２７１０ 8,238,727 8,238,727 1,108,996 7.42

400049 サングレイン株式会社 478-0046 愛知県 知多市北浜町１６番地
代表取締役社
長 登美川寿
夫

蒸留酒・混成
酒製造業

グレーンウイスキー原酒、原料用アルコールの製造、
GW及び原料用アルコール、粗留アルコールの保管、グ
レーンウイスキー製造工程から出る副産物の販売

サングレイン株式会社 478-0046 愛知県 知多市北浜町１６番地 16,974,895 16,974,895 1,572,350 10.79

400050 牧製紙株式会社 501-3787 岐阜県 美濃市上野４３番地の１
代表取締役
太田俊樹

日用紙製品製
造業

古紙を溶解し再生紙のチリ紙、トイレットペーパーの製造
販売を行う

牧製紙株式会社 501-3787 岐阜県 美濃市上野４３番地１ 3,242,457 3,242,457 523,927 6.18

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

衣浦西部浄化センター 475-0832 愛知県 半田市川崎町四丁目１番地 10,698,624 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

日光川下流浄化センター 498-0067 愛知県 弥富市上野町２－２８ 1,930,661 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

矢作川右岸幹線中継ポン
プ場

445-0004 愛知県 西尾市西浅井町古切戸１ 1,745,852 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

境川浄化センター 448-0837 愛知県 刈谷市衣崎町二丁目２０番地 21,473,641 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

衣浦東部浄化センター 447-0824 愛知県 碧南市港南町二丁目８番１５号 4,337,963 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

五条川右岸浄化センター 482-0017 愛知県 岩倉市北島町権現山７－１ 4,507,918 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

新川東部浄化センター 481-0041 愛知県 北名古屋市九之坪鴨田１ 1,912,652 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

豊川浄化センター 441-0153 愛知県 豊橋市新西浜町１番３ 12,503,984 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

五条川左岸浄化センター 485-0074 愛知県 小牧市新小木四丁目４７番地 14,424,214 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

矢作川浄化センター 444-0335 愛知県 西尾市港町１番地 43,666,021 126,137,823 9,445,803 13.35

400051
公益財団法人愛知水と
緑の公社

460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内三丁目１９
番３０号

理事長 吉田
英生

下水道処理施
設維持管理業

愛知県が設置する流域下水道の維持管理業務の受託
に関する事業を行う。

日光川上流浄化センター 492-8349 愛知県 稲沢市儀長一丁目１番地 8,012,161 126,137,823 9,445,803 13.35

400052
愛知クリーンエナジー株
式会社

451-0045 愛知県
名古屋市西区名駅二丁目２７番
８号

代表取締役
渡邉博澄

下水道処理施
設維持管理業

・豊川浄化センターにおける汚泥処理施設の運営・維持
管理に係る業務

愛知クリーンエナジー株式
会社

441-0153 愛知県 豊橋市新西浜町１番３ 1,992,509 1,992,509 115,198 17.29

400053
愛知衣浦バイオ株式会
社

451-0045 愛知県
名古屋市西区名駅二丁目２７番
８号

代表取締役社
長 渡邉博澄

下水道処理施
設維持管理業

下水汚泥燃料化施設の運転・維持管理 愛知衣浦バイオ株式会社 447-0824 愛知県 碧南市港南町二丁目８－１５ 4,161,753 4,161,753 352,122 11.81

400054 北電産業株式会社 930-0858 富山県 富山市牛島町１３番１５号
取締役社長
堀田正之

熱供給業
建物内の空気調和に使用する温水、冷水を製造、提供
すほか、給湯の提供をする。

熱供給Aプラント 930-0858 富山県 富山市牛島町１８番７号 3,272,040 6,186,672 359,139 17.22

400054 北電産業株式会社 930-0858 富山県 富山市牛島町１３番１５号
取締役社長
堀田正之

熱供給業
建物内の空気調和に使用する温水、冷水を製造、提供
すほか、給湯の提供をする。

熱供給Bプラント 930-0859 富山県
富山市牛島本町二丁目１番５７
号

2,914,632 6,186,672 359,139 17.22

400055 大谷製鉄株式会社 934-8567 富山県 射水市奈呉の江８番地の４
代表取締役社
長 大谷壽一

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉で溶解・精錬して鋼塊を製造し、こ
れを圧延して鉄鋼製品を製造・販売している。製造品は
主に建築・土木用の資材として使用される。

本社工場 934-8567 富山県 射水市奈呉の江８番地の４ 187,711,370 187,711,370 17,680,543 10.61

400056 丸万鋳工株式会社 444-0504 愛知県 西尾市吉良町友国新田６
代表取締役社
長 内野征馬

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄ｽｸﾗｯﾌﾟを鋳型に注ぎ、冷却・
成形することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物は国
内鋳鉄管ﾒｰｶｰ等、様々な事業者に出荷している。

丸万鋳工株式会社 444-0504 愛知県 西尾市吉良町友国新田６ 9,155,877 9,155,877 909,070 10.07

400057
ニチハマテックス株式会
社

460-0003 愛知県
名古屋市中区錦２丁目１８番１９
号

代表取締役社
長 久野敬仁

繊維板製造業

住宅の解体材や間伐材のチップを原料とし、同原料を繊
維状にして熱圧製板したハードボードを主に製造、製品
は国内の自動車メーカーや住宅建築時に使用する養生
板及び梱包材並びに住宅の外壁材の原料等、様々なお
客様に出荷。

大江工場 457-0837 愛知県
名古屋市南区加福町３丁目７番
地

21,545,021 21,545,021 2,185,950 9.85

400058 福山冷蔵株式会社 455-0017 愛知県
名古屋市港区金川町１０６番地
先

代表取締役
福山衛

冷蔵倉庫業
低温装置を施した倉庫に主として食料品などの物品を
受け入れし、管理された低温帯で保管する。

中央ｾﾝﾀｰ 455-0011 愛知県
名古屋市港区千年３丁目１番２
６号

2,700,205 7,912,198 960,421 8.23

400058 福山冷蔵株式会社 455-0017 愛知県
名古屋市港区金川町１０６番地
先

代表取締役
福山衛

冷蔵倉庫業
低温装置を施した倉庫に主として食料品などの物品を
受け入れし、管理された低温帯で保管する。

中川ｾﾝﾀｰ 454-0059 愛知県
名古屋市中川区福川町２丁目１
番地

1,713,088 7,912,198 960,421 8.23

400058 福山冷蔵株式会社 455-0017 愛知県
名古屋市港区金川町１０６番地
先

代表取締役
福山衛

冷蔵倉庫業
低温装置を施した倉庫に主として食料品などの物品を
受け入れし、管理された低温帯で保管する。

名北ｾﾝﾀｰ 452-0823 愛知県 名古屋市西区あし原町１ 1,247,518 7,912,198 960,421 8.23
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400058 福山冷蔵株式会社 455-0017 愛知県
名古屋市港区金川町１０６番地
先

代表取締役
福山衛

冷蔵倉庫業
低温装置を施した倉庫に主として食料品などの物品を
受け入れし、管理された低温帯で保管する。

港頭ｾﾝﾀｰ 455-0045 愛知県 名古屋市港区築地町７番地２ 1,639,419 7,912,198 960,421 8.23

400059
株式会社刈谷熱煉工業
所

448-0022 愛知県 刈谷市一色町３丁目６番地８
代表取締役社
長 伊藤正実

金属熱処理業

★主にガス浸炭（浸窒）焼入焼戻しによる自動車部品の
金属熱処理加工を行う。 ★その他、焼入焼戻し（調質）
焼なましによる自動車部品の金属熱処理加工を行う。
（熱処理専業で行っている）

豊田工場 473-0926 愛知県 豊田市駒新町金山２７－１ 7,344,660 13,082,613 1,159,227 11.28

400059
株式会社刈谷熱煉工業
所

448-0022 愛知県 刈谷市一色町３丁目６番地８
代表取締役社
長 伊藤正実

金属熱処理業

★主にガス浸炭（浸窒）焼入焼戻しによる自動車部品の
金属熱処理加工を行う。 ★その他、焼入焼戻し（調質）
焼なましによる自動車部品の金属熱処理加工を行う。
（熱処理専業で行っている）

富士見工場 448-0006 愛知県 刈谷市西境町富士見７ 2,728,336 13,082,613 1,159,227 11.28

400059
株式会社刈谷熱煉工業
所

448-0022 愛知県 刈谷市一色町３丁目６番地８
代表取締役社
長 伊藤正実

金属熱処理業

★主にガス浸炭（浸窒）焼入焼戻しによる自動車部品の
金属熱処理加工を行う。 ★その他、焼入焼戻し（調質）
焼なましによる自動車部品の金属熱処理加工を行う。
（熱処理専業で行っている）

知立工場 472-0017 愛知県 知立市新林町北林４８番地１ 3,009,617 13,082,613 1,159,227 11.28

400060 中谷合繊 株式会社 922-0553 石川県 加賀市小塩町大野山２番地１
代表取締役
中谷英明

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

仮撚機を用いて合繊糸に撚りをかける 本社工場 922-0553 石川県 加賀市小塩町大野山２番地１ 1,271,028 1,271,028 104,323 12.18

400061 株式会社メイチュウ 441-0314 愛知県
豊川市御津町御幸浜字一号地
１番１４

代表取締役社
長 小早川久
美子

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄 スクラップを鋳型に注ぎ、 冷
却・仕上げ整形すること で、主にプレス型鋳物の他 各
種鋳物粗材の製造を行 う。鋳物は、国内の自動車 メー
カー等、様々な事業者 へ出荷している。

御津工場 441-0314 愛知県
豊川市御津町御幸浜一号地１
番１４

16,761,402 16,761,402 2,780,710 6.02

400062 モトジン株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町い３７番地
代表取締役
元雄史良

かさ高加工糸
製造業

仮撚機を用いて合繊糸に撚りをかける。 モトジン株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町い３７番地 2,294,850 2,294,850 109,444 20.96

400063 中川製紙株式会社 924-0028 石川県 白山市相川新町７１８番地
代表取締役社
長 柴田明彦

板紙製造業

古い紙を主原料にして、水と染料を混ぜた原料から、抄
紙機により、色や白の特殊段ボール原紙や手提げ袋用
の原紙を製造する。製造物は国内の様々な段ボール工
場や印刷工場に出荷している。

中川製紙株式会社 924-0028 石川県 白山市相川新町７１８番地 11,878,512 11,878,512 2,005,086 5.92

400064 株式会社 中部熱処理 501-3206 岐阜県 関市塔ノ洞字東之洞２６９４
代表取締役
片岡稔喜

金属熱処理業
自動車部品、産業機械部品、工作機械部品等の金属製
品を電気炉等を用いて加熱、冷却を行なう金属熱処理
加工を2４時間体制で操業しております。

（株）中部熱処理 501-3206 岐阜県 関市塔ノ洞字東之洞２６９４ 5,459,049 5,459,049 705,606 7.73

400065 東洋鋳造株式会社 447-0048 愛知県 碧南市福清水町４丁目７３番地
代表取締役
杉浦徳之

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで各鋳物製品の製造を行う。

東洋鋳造㈱ 447-0048 愛知県 碧南市福清水町４丁目７３番地 4,087,579 4,087,579 369,608 11.05

400066 株式会社丸年水産 519-2911 三重県 度会郡大紀町錦８０８－１３
代表取締役
藤崎要作

魚類養殖業
陸上の養魚池に飼育水をポンプで汲み上げて海水魚
（ひらめ）を養殖して育てる。 魚市場や卸、漁業組合など
に主に活魚で販売する

錦養魚場 519-2911 三重県 度会郡大紀町錦８０８－１３ 3,082,911 5,135,705 544,599 9.43

400066 株式会社丸年水産 519-2911 三重県 度会郡大紀町錦８０８－１３
代表取締役
藤崎要作

魚類養殖業
陸上の養魚池に飼育水をポンプで汲み上げて海水魚
（ひらめ）を養殖して育てる。 魚市場や卸、漁業組合など
に主に活魚で販売する

松名瀬養魚場 515-0102 三重県 松阪市松名瀬町１４２３ 1,236,775 5,135,705 544,599 9.43

400067 株式会社明壁鋳造所 457-0042 愛知県
名古屋市南区曽池町３丁目３２
番地

代表取締役
明壁秀親

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉で鉄を溶かし、砂型に流し込み、鋳物を作る。 工
作機械、一般産業機械等の鋳造部品を製造・販売する。

知多工場 479-0806 愛知県 常滑市大谷字坂森３５ 5,363,980 5,363,980 697,835 7.68

400068
有限会社 中谷熱処理
技研

938-0806 富山県 黒部市前沢堂田１９４７－１
代表取締役
中谷義雄

金属熱処理業
鉄鋼材料・鋳鋼品・非鉄金属材料の熱処理業務をしてい
ます。

有限会社 中谷熱処理技
研

938-0806 富山県 黒部市前沢堂田１９４７－１ 1,779,522 1,779,522 249,191 7.14

400069 アイシン高丘株式会社 473-8501 愛知県 豊田市高丘新町天王１番地
代表取締役社
長 天草治彦

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、成型することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、国内外の自動車メーカー等、様々な事業者に出
荷している。

本社工場 473-8501 愛知県 豊田市高丘新町天王１番地 128,895,096 296,654,318 42,889,540 6.91

400069 アイシン高丘株式会社 473-8501 愛知県 豊田市高丘新町天王１番地
代表取締役社
長 天草治彦

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、成型することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、国内外の自動車メーカー等、様々な事業者に出
荷している。

吉良工場 444-0532 愛知県 西尾市吉良町瀬戸長坂１番地 167,759,222 296,654,318 42,889,540 6.91

400070
名古屋ピグメント株式会
社

484-0952 愛知県 犬山市上舞台６２番地の１
代表取締役
近藤賢治

プラスチック成
形材料製造業

プラスチック材料に着色剤等を混ぜて押出機を用いて溶
解しペレット製品を製造する。ペレット製品は、国内外の
成型メーカーへ出荷している。

名古屋ピグメント株式会社 484-0952 愛知県 犬山市上舞台６２番地の１ 12,008,115 12,008,115 1,095,845 10.95

400071 帝国金属株式会社 933-0908 富山県 高岡市木町５ー５
代表取締役社
長 金森藤平

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。可鍛
鋳鉄は表面処理、加工を施し、継手として販売している。
銑鉄鋳物は、土木建築分野や自動車関連等の様々な事
業者に出荷している。

本社工場 933-0908 富山県 高岡市木町５ー５ 6,540,317 6,540,317 1,128,057 5.79

400072 川一製紙株式会社 501-3781 岐阜県 美濃市片知１４０８番地
代表取締役
後藤陽二郎

日用紙製品製
造業

古紙を100％使用したトイレットペーパーの製造と販売を
しております。

川一製紙株式会社 501-3781 岐阜県 美濃市片知１４０８番地 1,762,354 1,762,354 233,375 7.55

400073
公益財団法人三重県下
水道公社

515-0104 三重県 松阪市高須町３９２２番地
理事長 稲垣
司

下水道処理施
設維持管理業

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図ること
を目的に、三重県が設置する流域下水道の維持管理業
務を受託し、流入する汚水の処理及び水処理施設（ポン
プ場を含む）の保守、維持管理を行うこと。また、汚水を
処理する過程で発生する汚泥の処理を行うこと。

南部浄化センター 510-0103 三重県
四日市市楠町北五味塚１０８５
番地１８

8,241,821 42,680,926 3,641,722 11.71
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400073
公益財団法人三重県下
水道公社

515-0104 三重県 松阪市高須町３９２２番地
理事長 稲垣
司

下水道処理施
設維持管理業

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図ること
を目的に、三重県が設置する流域下水道の維持管理業
務を受託し、流入する汚水の処理及び水処理施設（ポン
プ場を含む）の保守、維持管理を行うこと。また、汚水を
処理する過程で発生する汚泥の処理を行うこと。

雲出川左岸浄化センター 514-0301 三重県 津市雲出鋼管町５２番地５ 5,389,525 42,680,926 3,641,722 11.71

400073
公益財団法人三重県下
水道公社

515-0104 三重県 松阪市高須町３９２２番地
理事長 稲垣
司

下水道処理施
設維持管理業

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図ること
を目的に、三重県が設置する流域下水道の維持管理業
務を受託し、流入する汚水の処理及び水処理施設（ポン
プ場を含む）の保守、維持管理を行うこと。また、汚水を
処理する過程で発生する汚泥の処理を行うこと。

松阪浄化センター 515-0104 三重県 松阪市高須町３９２２番地 5,712,000 42,680,926 3,641,722 11.71

400073
公益財団法人三重県下
水道公社

515-0104 三重県 松阪市高須町３９２２番地
理事長 稲垣
司

下水道処理施
設維持管理業

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図ること
を目的に、三重県が設置する流域下水道の維持管理業
務を受託し、流入する汚水の処理及び水処理施設（ポン
プ場を含む）の保守、維持管理を行うこと。また、汚水を
処理する過程で発生する汚泥の処理を行うこと。

宮川浄化センター 516-0001 三重県 伊勢市大湊町１１２６番地 4,668,370 42,680,926 3,641,722 11.71

400073
公益財団法人三重県下
水道公社

515-0104 三重県 松阪市高須町３９２２番地
理事長 稲垣
司

下水道処理施
設維持管理業

生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図ること
を目的に、三重県が設置する流域下水道の維持管理業
務を受託し、流入する汚水の処理及び水処理施設（ポン
プ場を含む）の保守、維持管理を行うこと。また、汚水を
処理する過程で発生する汚泥の処理を行うこと。

北部浄化センター 510-8114 三重県
三重郡川越町大字亀崎新田８０
番地２

17,306,226 42,680,926 3,641,722 11.71

400074
豊臣熱処理工業株式会
社

472-0007 愛知県 知立市牛田町遠新切２１番地８
代表取締役社
長 信田博

金属熱処理業

熱処理炉を用いて製品を加熱・冷却することにより、金
属組織を変態させ、製品特性に合わせた硬さを実現させ
る。製造物は主に国内の自動車産業に携わる事業者に
出荷している。

豊臣熱処理工業株式会社 472-0007 愛知県 知立市牛田町遠新切２１番地８ 26,018,430 26,018,430 3,554,552 7.31

400075 太田重工業株式会社 447-0846 愛知県 碧南市中町５丁目１００番地
代表取締役
太田迪子

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉にて溶解した鋳鉄を，型枠に注ぎ，冷却，成型し
鋳物製品（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用等）を製造する。

衣浦鋳造工場 447-0854 愛知県 碧南市須磨町２番地１ 16,472,061 16,982,916 1,605,464 10.57

400076 棚尾鋳工株式会社 447-0871 愛知県 碧南市向陽町一丁目６０番地
代表取締役社
長 長田勝宏

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

各種機械鋳物製造 本社工場 447-0871 愛知県 碧南市向陽町１丁目６０番地 2,146,848 2,146,848 359,082 5.97

400077
株式会社シーピーアー
ル

456-0035 愛知県
名古屋市熱田区白鳥３－６－２
２

代表取締役
鷹見善彦

パレット製造
業

プラスチック製容器包装（一般廃棄物・プラスチックゴミ）
を選別・粉砕・洗浄・乾燥・減容処理し、その再生原料を
成型機に射出し、再生プラスチックパレットの製造を行
う。製造物は商社等を仲介し、国内の様々な物流・商流
関連事業者に出荷している。

CPR飯山工場 389-2418 長野県 飯山市寿５０ 8,436,014 8,436,014 974,985 8.65

400078
有限会社あさひふるさと
創造社

939-0729 富山県 下新川郡朝日町舟川新３５番地
代表取締役
南茂常人

その他の公衆
浴場業

町より指定管理者として、一般廃棄物焼却熱の有効利
用の為、温水プールや温浴施設を兼ね備えた多目的施
設の管理・運営

環境ふれあい施設らくち～
の

939-0729 富山県 下新川郡朝日町舟川新３５番地 1,707,864 1,707,864 239,628 7.12

400079 中日本鋳工株式会社 445-8555 愛知県 西尾市港町６番地６
代表取締役
鳥居祥雄

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型に注ぎ、冷
却成形する事で各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は、自動車産業を主体に様々な事業者に出荷している。

碧南工場 447-0854 愛知県 碧南市須磨町２番地２３ 4,646,788 25,502,826 3,682,449 6.92

400079 中日本鋳工株式会社 445-8555 愛知県 西尾市港町６番地６
代表取締役
鳥居祥雄

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型に注ぎ、冷
却成形する事で各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は、自動車産業を主体に様々な事業者に出荷している。

本社工場 445-8555 愛知県 西尾市港町６番地６ 20,856,038 25,502,826 3,682,449 6.92

400080 日本鋳工株式会社 511-0921 三重県 桑名市東金井６０６－１
代表取締役
松平修

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

銑鉄・鉄スクラップ・戻り材を電気炉で溶解した溶湯を鋳
型に注湯し、解枠、冷却後、ショットブラスト、バリ取りを
行う。主たる製品は上下水道用鉄蓋です。

日本鋳工株式会社 511-0921 三重県 桑名市東金井６０６－１ 1,734,726 1,734,726 210,873 8.22

400081 株式会社ネツレン小松 923-0994 石川県 小松市工業団地１―３７―３
代表取締役社
長 大竹克幸

金属熱処理業
建設機械、産業機械及び自動車部品の高周波焼入れ、
高周波焼戻しの受託加工

本工場 923-0994 石川県 小松市工業団地１－３７－３ 3,838,824 5,229,326 682,987 7.65

400082 新和合繊株式会社 923-0965 石川県 小松市串町セー２１番地
代表取締役社
長 和田一浩

かさ高加工糸
製造業

合成繊維の糸にヒーター等を用いて形態変形（歪み）を
付与し、かさ高性と伸縮性を与える製造を行う。製品は、
スポーツ用生地や車輛関連、インテリア関連商品とし
て、多くの事業者に出荷している。

本社工場加工糸事業部 923-0965 石川県 小松市串町セー２１番地 6,277,056 6,277,056 1,093,643 5.73

400083 高橋合繊株式会社 929-1215 石川県 かほく市高松丁９４－２
代表取締役
山本勝己

かさ高加工糸
製造業

化学合成繊維（ナイロン、ポリエステル）の原料に熱と撚
りを加えることにより、かさ高加工を行う。加工された糸
は商社を通じて編み工場や織物工場に出荷される。

高松本社工場 929-1215 石川県 かほく市高松丁９４－２ 1,826,730 2,172,855 141,533 15.35

400084 株式会社セム 467-0854 愛知県
名古屋市瑞穂区浮島町１９番１
号

代表取締役社
長 浜田泰典

金属熱処理業

産業界の幅広い分野でますます重要な位置を占める熱
処理技術。 当社はそのパイオニアとして自社設計の雰
囲気熱処理設備と蓄積したプロセス技術で自動車部品・
建設機械部品・農機部品・金型等へ各種の熱処理を
行っています。

株式会社セム 467-0854 愛知県
名古屋市瑞穂区浮島町１９番１
号

12,854,105 12,854,105 2,249,311 5.71

400085 武部織物株式会社 929-1802 石川県
鹿島郡中能登町武部イ部２０番
地２

代表取締役社
長 田中修

その他の織物
業

原糸に撚りをかけ、織機で織物を製造する。 本社工場 929-1802 石川県
鹿島郡中能登町武部イ部２０番
地２

1,560,204 2,262,504 253,189 8.93
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400086 中部リサイクル株式会社 455-0026 愛知県 名古屋市港区昭和町１８番地
代表取締役社
長 望月康広

ごみ処分業

当社は主な事業としては自治体の一般廃棄物（燃えがら
等）・産業廃棄物(燃えがら)を電気溶融炉(電気炉)により
溶融し、溶融石材の製造、溶融メタル（希少金属）を製造
しています。 溶融石材は道路路盤材や景観石材として
利用され、溶融メタルは精錬工場で希少金属（金、銀、
銅、鉄、亜鉛など）にリサイクルされる。

中部リサイクル株式会社 455-0026 愛知県 名古屋市港区昭和町１８番地 19,635,966 19,635,966 1,466,720 13.38

400087 セキ冷蔵株式会社 503-1241 岐阜県 養老郡養老町沢田２４６０番地
代表取締役
松岡寛

冷蔵倉庫業 製品や商品を一時的に預かり、冷凍保管しています。 本社 503-1241 岐阜県 養老郡養老町沢田２４６０番地 1,682,772 1,682,772 67,775 24.82

400088 株式会社協和製作所 933-0351 富山県 高岡市四日市１３３－１２
代表取締役社
長 早川勇

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いてスクラップ、銑鉄等を溶解し、鋳型に注
ぎ冷却バラシした産業機械等の製品の製造を行う。
製品は国内の産業機械、建設機械等に使われ、様々な
事業者に出荷している。

株式会社 協和製作所 933-0351 富山県 高岡市四日市１３３－１２ 20,726,580 20,726,580 3,431,631 6.03

400089 株式会社 北熱 930-0106 富山県 富山市高木西１１５
代表取締役
政誠一

金属熱処理業

県内外の製造業者より金型や機械部品等の金属製品を
受入れ、金属熱処理業の受託加工を行っている。 熱処
理炉（真空炉）を用いて、金属部品、金型を加熱・冷却す
ることで、各種金属熱処理加工を行う。

本社工場 930-0106 富山県 富山市高木西１１５ 2,076,367 2,076,367 255,440 8.12

400090 加賀工業株式会社 922-0302 石川県 加賀市打越町む３８番地
代表取締役社
長 伊藤五次
郎

その他の織物
業

織機を使用してｶﾞﾗｽ織物の製織をしている。 加賀工業株式会社 922-0302 石川県 加賀市打越町む３８番地 1,256,439 1,256,439 170,809 7.35

400091 富山地方鉄道株式会社 930-8636 富山県 富山市桜町１丁目１番３６号
代表取締役社
長 辻川徹

普通鉄道業 鉄道業 富山地方鉄道鉄道線 930-8636 富山県 富山市桜町１丁目１番３６号 20,094,779 20,094,779 1,674,648 11.99

400092 中徳鋳造株式会社 444-0305 愛知県 西尾市平坂町熊野３８－７
代表取締役社
長 中根康雅

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は自動車メーカー等、様々な事業者に出荷している。

本社工場 445-0305 愛知県 西尾市平坂町熊野３８－７ 6,112,091 6,112,091 1,087,383 5.62

400093 有限会社 イチキ合繊 929-1215 石川県 かほく市高松エ１９２－１
代表取締役社
長 一木勝次

かさ高加工糸
製造業

ゴム糸を軸にナイロン糸を巻き付ける作業を行っていま
す。主にパンスト・タイツ等に使用する原料加工です。

有限会社 イチキ合繊 志
雄工場

929-1424 石川県
羽咋郡宝達志水町吉野屋ロ－
８８

1,664,874 2,045,747 52,648 38.85

400094 株式会社メタルヒート 446-0007 愛知県 安城市東栄町五丁目３番地６
代表取締役
原敏城

金属熱処理業

真空熱処理をを用い顧客からお預かりした鋼等に対して
硬さや粘り、磁気性といった機能性を付与しお返しする。
いわゆる賃加工であり、その性質から地場産業である。
主だっては愛知、岐阜、三重、静岡にて集荷を行ってい
る。また全国から宅配などを利用しての処理も行ってい
る。

本社工場 446-0007 愛知県 安城市東栄町五丁目３番地６ 7,555,936 7,555,936 1,020,897 7.40

400095
合資会社 丸か特殊陶
業

489-0906 愛知県 瀬戸市本郷町３９３番地
代表社員 加
藤幹長

その他の陶磁
器・同関連製
品製造業

電磁器の製造、販売 合資会社丸か特殊陶業 489-0906 愛知県 瀬戸市本郷町３９３番地 1,278,213 1,278,213 184,072 6.94

400096 高木織物株式会社 923-0181 石川県 小松市長谷町エ１０番地
代表取締役
高木紀幸

絹・人絹織物
業

織物加工委託者から原糸の支給を受け、原糸に糊付け
加工を施した後、自動織機を用いて織物として完成させ
る。

長谷工場 923-0181 石川県 小松市長谷町エ１０番地 1,558,960 1,558,960 171,328 9.09

400097 廣瀬機業場 929-2114 石川県 七尾市伊久留町ロ部２０番地 代表 廣瀬明
その他の織物
業

取引先により支給された原糸をエアージェットの機械を
用いて化繊織物（ベンベルグ）の製造を行っている。

廣瀬機業場 929-2114 石川県 七尾市伊久留町鹿部７番地 1,129,173 1,129,173 66,167 17.06

400098 ＤＨＣ名古屋株式会社 450-6214 愛知県
名古屋市中村区名駅４－７－１
ミッドランドスクエア１４Ｆ

代表取締役社
長 岸田晃彦

熱供給業
地域冷暖房の会社 周辺地域の空調用熱源として、冷
熱及び蒸気を供給する熱供給業 また、コジェネレーショ
ンにより発生した電気をミッドランドビルに供給している。

名駅東エネルギーセンター 450-6214 愛知県
名古屋市中村区名駅４－７－１
ミッドランドスクエア

7,835,010 7,835,010 1,372,425 5.70

400099 株式会社高岡製作所 933-0351 富山県 高岡市四日市１２３－１４
代表取締役社
長 奈部和弘

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、整形する事で、各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は、国内外の産業機械メーカー等、いろいろな事業者に
出荷している。

株式会社高岡製作所 933-0351 富山県 高岡市四日市１２３－１４ 9,479,639 9,829,132 1,366,120 7.19

400100 神岡鉱業株式会社 506-1196 岐阜県 飛騨市神岡町鹿間１番地１
代表取締役社
長 川谷哲也

鉛・亜鉛鉱業

亜鉛精鉱等から湿式製錬プロセスを経て不純物を取り
除き、高純度の亜鉛地金及びアルミニウム等の金属を
調合した合金を製造するとともに、廃バッテリーを原料と
した鉛のリサイクル製錬を行っている。

神岡鉱業株式会社 506-1196 岐阜県 飛騨市神岡町鹿間１番地１ 253,264,038 253,264,038 20,164,865 12.55

400101 大平洋製鋼株式会社 930-0808 富山県 富山市下新日曹町１－９３
代表取締役
渡邉讓

鍛鋼製造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ等で鋼塊を製造
し、鍛造プレスで鍛錬後、機械加工により成形して各種
鍛鋼品の製造を行う。製造物は、国内外の重電メーカー
発電所用蒸気バルブ、タービンローター、建築資材等で
用いられる形鋼生産圧延ロールとして出荷されている。

大平洋製鋼株式会社 930-0808 富山県 富山市下新日曹町１－９３ 37,237,608 37,237,608 5,572,994 6.68

400102 上田石灰製造株式会社 503-2213 岐阜県 大垣市赤坂町３７５１番地
代表取締役社
長 上田和男

鉱物・土石粉
砕等処理業

ドロマイト鉱石や石灰石等をローラーミルで粉砕すること
で各種肥料製品や炭カルの製造をおこなう。ドロマイト粉
は、自社の苦土質肥料用原料として供給する他、国内
の肥料メーカー等に各種苦土質肥料として供給してい
る。また炭カルは、生コンメーカーなどに骨材等として出
荷している。

久瀬工場 501-0706 岐阜県
揖斐郡揖斐川町西津汲１４３８
－１

1,543,236 1,543,236 85,202 18.11

400103 上田石灰製造株式会社 503-2213 岐阜県 大垣市赤坂町３７５１番地
代表取締役社
長 上田和男

石灰石鉱業

鉱山から石灰石を採掘し、破砕・分級・水洗することで各
種石灰石製品の製造を行う。粒度別に選別した石灰石
は、自社の石灰原料として供給する他、地域の生コン
メーカや建設業者などに骨材等として出荷している。

昼飯工場 503-2216 岐阜県 大垣市昼飯町１２９０－１ 13,403,770 13,403,770 334,725 40.04
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400104 株式会社アサヒゴウセン 923-1101 石川県 能美市粟生町ツ２０
代表取締役社
長 田中寛史

かさ高加工糸
製造業

仮撚機を用いて熱と撚りをいれ合成繊維・化学繊維に捲
縮性を与え、ふんわりと膨らみを持たせた糸に加工す
る。加工された糸は国内外の織物・ニット・レース・カバー
リング等様々な事業所に出荷される。自社のニットにも
出荷。

株式会社アサヒゴウセン 923-1101 石川県 能美市粟生町ツ２０ 4,834,270 4,834,270 703,888 6.86

400105 中部鋼鈑株式会社 454-8506 愛知県
名古屋市中川区小碓通５丁目１
番地

代表取締役社
長 重松久美
男

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを製鋼用電気炉により溶解、スラブ連続鋳
造設備で固形化し、下工程の加熱炉で再熱、圧延機に
て板状に伸ばし、各種サイズに切断後、製品として販売
している。製品は産業機械、建設機械などの加工組立
産業の素材や土木、建築物の建造用素材、さらには、造
船用鋼板として、さまざまな分野の用途に幅広く出荷し
ている。

中部鋼鈑株式会社 454-8506 愛知県
名古屋市中川区小碓通５丁目１
番地

342,090,065 342,090,065 40,527,407 8.44

400106 伊藤鋳工株式会社 454-0831 愛知県
名古屋市中川区三ツ屋町１－２
０１７

代表取締役
伊藤剛

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップをカーボンや砂で
作った型に流し込み鋳物を作成。

佐屋工場 496-0921 愛知県 愛西市大井町浦田面５４０ 3,656,442 3,656,442 601,785 6.07

400107 武山鋳造株式会社 454-0049 愛知県
名古屋市中川区清川町三丁目
１番地

取締役社長
武山光治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した スクラップを鋳型に注ぎ、 冷
却・成型することで 各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は産業車両メーカーや 自動車部品メーカー等、 様々
な事業者に出荷している。

熊本工場 869-1233 熊本県 菊池郡大津町大津１８７番地 21,464,800 21,464,800 1,867,017 11.49

400108 恒川織物株式会社 494-0008 愛知県 一宮市東五城字中通り西３番地
取締役社長
恒川勇

毛織物業
得意先より原糸を受け取り整経・サイジング・ドローイン
グ・ワインダーなどの準備工程を行い、織機により織物と
して補修先に出荷する。

エアージェット工場 494-0008 愛知県
一宮市東五城字中通り西１０番
地１

3,828,793 3,828,793 465,159 8.23

400109
株式会社ホリスティック
南飛騨

509-2502 岐阜県 下呂市萩原町四美１４２６－１
代表取締役
益子一穂

一般公衆浴場
業

岐阜県下呂市より指定管理者として、施設運営と管理者
を行う事で、市民に健康づくり・交流の場となっている。

飛騨川温泉しみずの湯 509-2502 岐阜県 下呂市萩原町四美１４２６番地１ 1,274,045 1,274,045 76,881 16.57

400110 株式会社泰生 925-0054 石川県 羽咋市千里浜町ハ１３６番地１
代表取締役
伊藤公一

絹・人絹織物
業

当社は合成繊維の糸（主にポリエステル、ナイロンなど）
で布を生産する織物業を営んでおり、得意先から糸の支
給を受け、織物に加工（製織）し、出荷している。製品の
内、約７割は国内向けの薄地高級婦人服用である。

株式会社 泰生 925-0054 石川県 羽咋市千里浜町ハ１３６番地１ 2,292,510 2,292,510 319,032 7.18

400111 株式会社 近藤紡績所 460-0002 愛知県
名古屋市中区丸の内２－１８－
２５ 丸の内ＫＳビル８階

代表取締役社
長 近藤大揮

綿紡績業
綿花から綿糸を製造し、国内の商社、メーカーへ販売し
ている。

大町工場 398-0004 長野県 大町市常盤６６８５－１２ 9,533,447 9,533,447 1,298,815 7.34

400112
若松梱包運輸倉庫株式
会社

924-0017 石川県 白山市宮永町２８４８番地
代表取締役
若松明夫

冷蔵倉庫業
低温装置を施した倉庫において食品メーカーからの物品
を一時的に保管及びお届先に合わせた納入用加工をす
る。

共配物流基地 924-0017 石川県 白山市宮永町２８４８番地 1,285,711 2,486,401 250,799 9.91

400113 石川可鍛製鉄株式会社 929-1121 石川県 かほく市宇気い９
代表取締役社
長 塩谷栄治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで各種鋳物製品の製造を行う。 製造品
は国内の自動車メーカー等、様々な事業者へ出荷して
いる。

石川可鍛製鉄株式会社
西工場

929-1121 石川県 かほく市宇気い１２ 19,850,436 27,246,809 3,435,812 7.93

400113 石川可鍛製鉄株式会社 929-1121 石川県 かほく市宇気い９
代表取締役社
長 塩谷栄治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで各種鋳物製品の製造を行う。 製造品
は国内の自動車メーカー等、様々な事業者へ出荷して
いる。

石川可鍛製鉄株式会社
東工場

929-1121 石川県 かほく市宇気い９ 7,396,373 27,246,809 3,435,812 7.93

400114 株式会社グラスキューブ 933-0974 富山県 高岡市岩坪２３番地２
代表取締役
西英夫

板ガラス加工
業

板ガラスに、熱強化炉（電気）で熱を加えて強化ガラスを
製造し、主に、建築関連当の業者へ販売している。

本社工場 933-0974 富山県 高岡市岩坪２３番地２ 4,887,947 4,887,947 756,280 6.46

400115 北誠株式会社 923-0811 石川県 小松市白江町タ１９４番地
代表取締役社
長 北村勝

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

商社より委託加工を受け支給された原糸を、ウーリー加
工（仮撚）したものを製品として国内に出荷すること。

北誠株式会社 923-0811 石川県 小松市白江町タ１９４番地 1,852,692 1,852,692 181,765 10.19

400116 株式会社シーテック 467-8520 愛知県
名古屋市瑞穂区洲雲町四丁目
４５番地

代表取締役社
長 社長執行
役員 松山彰

熱供給業

熱供給事業とは、熱発生所から複数の建物等に導管を
敷設して、冷房、暖房、給湯に使用するための冷水、温
水、蒸気を供給する事業をいう。当社は、熱発生所（名
古屋熱供給センター）を中日ビル地下４階に設置して冷
水、温水、蒸気を製造し、中日ビル、栄サンシティービル
（中区役所朝日生命共同ビル）、栄森の地下街、名鉄栄
町駅へ供給している。

名古屋熱供給センター 460-0008 愛知県
名古屋市中区栄四丁目１－１
中日ビル地下４階

4,882,522 4,882,522 470,031 10.38

400117
東レ・テキスタイル株式
会社

490-1303 愛知県 稲沢市平和町上三宅１―１
代表取締役
太田一平

かさ高加工糸
製造業

合成繊維特品加工糸・染糸の生産販売 東海工場 490-1303 愛知県 稲沢市平和町上三宅１－１ 8,766,305 8,766,305 1,355,973 6.46

400118 帝人加工糸株式会社 923-8550 石川県 小松市今江町６丁目３４９番地
代表取締役社
長 中川浩孝

かさ高加工糸
製造業

複数の原糸を圧空ノズルやヒーターを使用してインター
レースやヒーターを使用してインターレース・タスラン加
工及び熱加工を施し、かさ高加工糸の製造を行ってい
る。製品は国内外へカーシート用・産業用及び衣料用と
して出荷している。

帝人加工糸小松工場 923-8550 石川県 小松市今江町６丁目３４９番地 8,958,524 8,958,524 808,320 11.08

400119 加賀製紙株式会社 921-8054 石川県 金沢市西金沢１丁目１１１番地
取締役社長
中島秀雄

板紙製造業

古紙回収業者から購入した雑誌・段ボール等を原質設
備で離解・除塵・叩解した後、抄紙設備で板紙を抄造、
乾燥、貼合せ、断裁する事で、各種板紙の製造を行う。
製造物は国内の紙卸商社へ出荷している。

本社 921-8054 石川県 金沢市西金沢１丁目１１１番地 17,865,680 17,865,680 2,986,779 5.98

400120 堀撚糸株式会社 921-8802 石川県 野々市市押野４丁目１９０番地
代表取締役
堀英一

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

パンティストッキング用糸加工 堀撚糸株式会社 923-1242 石川県 能美市火釜町 ２２８－１ 1,344,774 1,344,774 63,369 21.22
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400121 名古屋熱供給株式会社 450-6041 愛知県
名古屋市中村区名駅一丁目１
番４号

代表取締役社
長 三輪博明

熱供給業 冷水･温水･蒸気等の熱供給に関する事業 JR東海名古屋駅北地域 450-6390 愛知県
名古屋市中村区名駅一丁目１
番１号

13,230,679 28,135,232 3,687,883 7.62

400121 名古屋熱供給株式会社 450-6041 愛知県
名古屋市中村区名駅一丁目１
番４号

代表取締役社
長 三輪博明

熱供給業 冷水･温水･蒸気等の熱供給に関する事業 JR東海名古屋駅周辺地域 450-6041 愛知県
名古屋市中村区名駅一丁目１
番４号

14,904,553 28,135,232 3,687,883 7.62

400122 豊橋鉄道株式会社 440-0888 愛知県
豊橋市駅前大通１丁目４６番地
の１

取締役社長
伊藤正雄

普通鉄道業
豊橋市の新豊橋駅から田原市の三河田原駅まで結ぶ鉄
道路線

豊橋鉄道株式会社渥美線 441-8156 愛知県 豊橋市高師町北新切１１６－６ 7,971,026 7,971,026 1,242,544 6.41

400123 村昭繊維興業株式会社 929-1332 石川県
羽咋郡宝達志水町北川尻 ワ３
番地

代表取締役社
長 市村昭代
史

かさ高加工糸
製造業

ポリエステルやナイロンに代表される化学合成繊維に熱
と撚りを加えてかさ高加工を行う。加工された糸は原糸
メーカーまたは商社を通じて織物・編物工場に出荷さ
れ、生地となり様々な用途で使用される。

本社工場 929-1332 石川県
羽咋郡宝達志水町北川尻ワ３
番地

9,675,456 9,675,456 836,711 11.56

400124 細川機業株式会社 930-0395 富山県
中新川郡上市町－正印－１番
地

代表取締役
社長 細川泰
郎

絹・人絹織物
業

ポリエステル、ナイロンなどの多様な原糸をタテ糸とヨコ
糸として準備して、様々な織機にて織物を製造している。
各種製造品の中には、仕上セット等を経て国内、国外の
事業者に出荷している。

細川機業株式会社生産本
部

930-0395 富山県 中新川郡上市町正印１番地 17,934,720 17,934,720 1,228,486 14.59

400125
公益財団法人名古屋み
なと振興財団

455-0033 愛知県 名古屋市港区港町１番３号
理事長 森俊
裕

動物園，植物
園，水族館

鯨類を中心とした海生哺乳類を始め、様々な海洋生物
の展示を通して海洋文化にふれあう場を市民に提供す
る。生物の特性を存分に引き出した展示を行い、来館者
への海洋文化普及を促す。

名古屋港水族館 455-0033 愛知県 名古屋市港区港町１番３号 18,295,980 18,295,980 2,520,222 7.25

400126
三井ミーハナイト・メタル
株式会社

444-0005 愛知県 岡崎市岡町字上野川１１１番地
代表取締役社
長 重里正次

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鋳鉄やスクラップを鋳型に注ぎ
冷却仕上げをすることで、各種鋳物製品の製造を行うと
ともに、鋳枠サイズや顧客の価格要望の関係で社内で
製造できない物については製造の外部委託や中国から
の輸入等を行う。製造した製品及び外部調達した製品は
国内の工作機械メーカや船舶メーカに出荷している。

鋳鉄事業部 篠山工場 669-2341 兵庫県 篠山市郡家４０３番地 10,980,113 19,508,318 3,408,988 5.72

400126
三井ミーハナイト・メタル
株式会社

444-0005 愛知県 岡崎市岡町字上野川１１１番地
代表取締役社
長 重里正次

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鋳鉄やスクラップを鋳型に注ぎ
冷却仕上げをすることで、各種鋳物製品の製造を行うと
ともに、鋳枠サイズや顧客の価格要望の関係で社内で
製造できない物については製造の外部委託や中国から
の輸入等を行う。製造した製品及び外部調達した製品は
国内の工作機械メーカや船舶メーカに出荷している。

鋳鉄事業部 岡崎工場 444-0005 愛知県 岡崎市岡町字上野川１１１番地 8,528,205 19,508,318 3,408,988 5.72

400127 土岐可鍛工業株式会社 509-5142 岐阜県 土岐市泉町久尻１４６０番地の１
代表取締役
小林英樹

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。

土岐可鍛工業株式会社 509-5142 岐阜県 土岐市泉町久尻１４６０番地の１ 24,490,116 24,490,116 1,911,251 12.81

400128 西岡可鍛工業株式会社 473-0916 愛知県 豊田市吉原町平池８８
代表取締役社
長 西岡敏雄

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形した後、その鉄鋳物を機械加工設備を用いて、
切削加工を行う。製造物は国内外の自動車メーカー等
の様々な事業者に出荷している。

本社工場 473-0916 愛知県 豊田市吉原町平池８８ 1,425,033 14,176,409 2,506,241 5.65

400128 西岡可鍛工業株式会社 473-0916 愛知県 豊田市吉原町平池８８
代表取締役社
長 西岡敏雄

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形した後、その鉄鋳物を機械加工設備を用いて、
切削加工を行う。製造物は国内外の自動車メーカー等
の様々な事業者に出荷している。

藤原工場 511-0504 三重県 いなべ市藤原町川合８８８ 1,761,373 14,176,409 2,506,241 5.65

400128 西岡可鍛工業株式会社 473-0916 愛知県 豊田市吉原町平池８８
代表取締役社
長 西岡敏雄

自動車部分
品・附属品製
造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形した後、その鉄鋳物を機械加工設備を用いて、
切削加工を行う。製造物は国内外の自動車メーカー等
の様々な事業者に出荷している。

藤原第二工場 511-0504 三重県 いなべ市藤原町川合８８８ 10,990,003 14,176,409 2,506,241 5.65

400129 北陸鉄道株式会社 920-8508 石川県 金沢市割出町５５６番地
代表取締役社
長 加藤敏彦

普通鉄道業

野町駅(金沢市)から鶴来駅(白山市)までの13.8kmを結ぶ
石川線と、北鉄金沢駅(金沢市)から内灘駅(河北郡内灘
町)までの6.8kmを結ぶ浅野川線を有し、地域住民の足と
してご利用頂いている。年間輸送人員は両線合わせて
3,050千人(2017年度実績)

石川線 920-2121 石川県
白山市鶴来本町４丁目ニ５０‐３
‐１

2,199,738 4,086,552 557,905 7.32

400129 北陸鉄道株式会社 920-8508 石川県 金沢市割出町５５６番地
代表取締役社
長 加藤敏彦

普通鉄道業

野町駅(金沢市)から鶴来駅(白山市)までの13.8kmを結ぶ
石川線と、北鉄金沢駅(金沢市)から内灘駅(河北郡内灘
町)までの6.8kmを結ぶ浅野川線を有し、地域住民の足と
してご利用頂いている。年間輸送人員は両線合わせて
3,050千人(2017年度実績)

浅野川線 920-0274 石川県 河北郡内灘町向粟崎４‐２２８ 1,886,814 4,086,552 557,905 7.32

400130
デンコーテクノヒート株式
会社

448-0804 愛知県 刈谷市半城土町大組１５番地
代表取締役
亀山美治

金属熱処理業
高周波発振機を用いて、自動車部品等金属部品の表面
に熱処理加工を行う。製造物は、自動車部品メーカー
等、様々な事業者に出荷している。

刈谷工場 448-0804 愛知県 刈谷市半城土町大組１５番地 4,288,541 19,140,764 2,250,607 8.50

400130
デンコーテクノヒート株式
会社

448-0804 愛知県 刈谷市半城土町大組１５番地
代表取締役
亀山美治

金属熱処理業
高周波発振機を用いて、自動車部品等金属部品の表面
に熱処理加工を行う。製造物は、自動車部品メーカー
等、様々な事業者に出荷している。

浜松工場 430-0815 静岡県 浜松市南区都盛町１７０番地 5,138,953 19,140,764 2,250,607 8.50

400130
デンコーテクノヒート株式
会社

448-0804 愛知県 刈谷市半城土町大組１５番地
代表取締役
亀山美治

金属熱処理業
高周波発振機を用いて、自動車部品等金属部品の表面
に熱処理加工を行う。製造物は、自動車部品メーカー
等、様々な事業者に出荷している。

鈴鹿工場 513-0803 三重県 鈴鹿市三日市町１８２０番３９ 3,178,156 19,140,764 2,250,607 8.50

400130
デンコーテクノヒート株式
会社

448-0804 愛知県 刈谷市半城土町大組１５番地
代表取締役
亀山美治

金属熱処理業
高周波発振機を用いて、自動車部品等金属部品の表面
に熱処理加工を行う。製造物は、自動車部品メーカー
等、様々な事業者に出荷している。

滋賀工場 528-0062 滋賀県 甲賀市水口町さつきが丘１０番 4,153,348 19,140,764 2,250,607 8.50
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400130
デンコーテクノヒート株式
会社

448-0804 愛知県 刈谷市半城土町大組１５番地
代表取締役
亀山美治

金属熱処理業
高周波発振機を用いて、自動車部品等金属部品の表面
に熱処理加工を行う。製造物は、自動車部品メーカー
等、様々な事業者に出荷している。

寺脇工場 430-0841 静岡県 浜松市南区寺脇町７００番地 2,381,766 19,140,764 2,250,607 8.50

400131 株式会社水口熱処理 936-0808 富山県 滑川市追分３６５８番地
代表取締役
水口明博

金属熱処理業
金属を加熱・冷却することによって、硬度・靱性・耐食性
を向上させる処理を行っている。

追分工場 936-0808 富山県 滑川市追分３６５８番地 1,282,446 2,700,522 398,246 6.78

400131 株式会社水口熱処理 936-0808 富山県 滑川市追分３６５８番地
代表取締役
水口明博

金属熱処理業
金属を加熱・冷却することによって、硬度・靱性・耐食性
を向上させる処理を行っている。

安田工場 936-0825 富山県 滑川市安田１８３番地１６ 1,418,076 2,700,522 398,246 6.78

400132 橋本合繊 株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町イ１７５番地甲
代表取締役
橋本清隆

かさ高加工糸
製造業

仮撚機にて合成繊維のかさ高加工糸の加工を賃加工で
行い、主にカーシートやカーテン等産業資材用として編
加工場、織物工場等さまざまな事業者へ出荷している。

橋本合繊 株式会社 923-0311 石川県 小松市木場町イ１７５甲 1,861,536 1,861,536 84,440 22.04

400133 立山製紙株式会社 930-0214 富山県 中新川郡立山町五百石１４１
代表取締役社
長 増田基由

板紙製造業

古紙を製紙用機械を用いて製紙パルプに調整し、抄紙
機で脱水、乾燥することで各種板紙の製造を行う。 一部
は貼り合わせし、厚紙を製造する。 製造品は、製本、紙
加工品材料として出荷している。

立山製紙株式会社 930-0214 富山県 中新川郡立山町五百石１４１ 15,109,900 15,109,900 2,362,890 6.39

400134 東海液酸株式会社 490-1443 愛知県
海部郡飛島村大字新政成１１丁
目３２番

代表取締役社
長 上村浩

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を原料として深冷液化分離法により空気組成を 分
離および液化し、液体酸素・液体窒素を製造す る。製品
は全量出資会社に出荷している。

本社工場 490-1443 愛知県
海部郡飛島村大字新政成１１丁
目３２番

16,509,906 16,509,906 380,576 43.38

400135
深田熱処理工業株式会
社

923-0342 石川県 小松市矢田野町５５－２２９－１
代表取締役
深田健

金属熱処理業
鋼などの様々な製品に熱処理加工を行い、用途にあっ
た強度を保たせる。加工物は国内の自動車部品、二輪
車部品、工作機械部品等、様々な分野に出荷している。

本社工場 923-0342 石川県 小松市矢田野町５５－２２９－１ 4,378,548 7,155,600 807,882 8.85

400135
深田熱処理工業株式会
社

923-0342 石川県 小松市矢田野町５５－２２９－１
代表取締役
深田健

金属熱処理業
鋼などの様々な製品に熱処理加工を行い、用途にあっ
た強度を保たせる。加工物は国内の自動車部品、二輪
車部品、工作機械部品等、様々な分野に出荷している。

金沢工場 920-0378 石川県 金沢市いなほ１丁目４番地 2,777,052 7,155,600 807,882 8.85

400136
日本ウエスト東海株式会
社

510-8114 三重県
三重郡川越町大字亀崎新田字
下新田８０－１

代表取締役社
長 長田和志

他に分類され
ないその他の
製造業

排出事業者より排出された産業廃棄物を、圧縮固化しＲ
ＰＦ（固形燃料）を製造する事業

日本ウエスト東海工場 510-8114 三重県
三重郡川越町大字亀崎新田字
下新田８０－１

3,863,760 3,863,760 405,792 9.52

400137 養老鉄道株式会社 503-0973 岐阜県 大垣市木戸町９１０番地
代表取締役社
長 原恭

普通鉄道業

営業区間は桑名駅～揖斐駅間57.5kmで、駅数は有人駅
8駅、無人駅19駅の合計27駅です。運営形態は第二種
鉄道事業者であり、第三種鉄道事業者である一般社団
法人養老線管理機構から施設および車両を借り受けて
営業する、上下分離方式で行っています。

養老鉄道株式会社 503-0973 岐阜県 大垣市木戸町９１０番地 9,030,226 9,030,226 1,101,445 8.19

400138
岐阜グリコ乳業株式会
社

503-0123 岐阜県 安八郡安八町南條１２０１
代表取締役社
長 熊倉暁

乳製品製造業
（処理牛乳，
乳飲料を除く）

親会社である江崎グリコ株式会社の委託を受け、各種
乳製品の製造、販売を行っている。

岐阜グリコ乳業株式会社 503-0123 岐阜県 安八郡安八町南條１２０１ 12,596,951 12,596,951 1,943,812 6.48

400139 三重グリコ株式会社 514-0304 三重県 津市雲出本郷町１８４６番地の５
代表取締役社
長 稲垣幸二

乳製品製造業
（処理牛乳，
乳飲料を除く）

親会社である江崎グリコ株式会社の委託を受け、各種ア
イスクリームの製造を行っている。

三重グリコ株式会社 514-0304 三重県
津市雲出本郷町１８４６番地の５
番地

7,302,251 7,302,251 1,158,100 6.30

400140 杉本工業 株式会社 445-0893 愛知県 西尾市小間町東側１番地１
代表取締役
種山茂樹

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂鋳型に注ぎ、
冷却整形することで各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は国内外の農業用ウエイト、産業用ウエイト事業者に
出荷している。

本店 445-0893 愛知県 西尾市小間町東側１番地１ 2,170,267 2,170,267 276,836 7.83

400141 株式会社 菅沼 441-3103 愛知県 豊橋市雲谷町字上ノ山２３９－１
代表取締役
菅沼喬央

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを型枠に注ぎ、 冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。

株式会社 菅沼 441-3103 愛知県 豊橋市雲谷町字上ノ山２３９－１ 4,039,200 4,039,200 498,272 8.10

400142 クロダイト工業株式会社 447-0851 愛知県 碧南市羽根町４丁目５８番地
代表取締役
黒田英嗣

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成形することで、各種鋳物製品の製造を行う。

高浜工場 444-1302 愛知県 高浜市八幡町１丁目１番地１ 25,542,678 25,542,678 4,082,233 6.25

400143 石川鋳造 株式会社 447-0859 愛知県 碧南市中松町１丁目１２番地
代表取締役
石川鋼逸

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製品物
は、水道部品、アルミ溶解用鋳鉄ラドルなどの国内外の
事業者に出荷している。

本店 447-0859 愛知県 碧南市中松町１丁目１２番地 3,756,521 3,756,521 651,134 5.76

400144 伊賀鉄道株式会社 518-0873 三重県 伊賀市上野丸之内６１番地の２
代表取締役社
長 都司尚

普通鉄道業
第２種鉄道事業者（第３種【伊賀市】の線路を使用し鉄道
事業を営んでいる。）

伊賀鉄道 518-0873 三重県 伊賀市上野丸之内６１番地の２ 1,791,030 1,791,030 309,354 5.78

400145 金子精機株式会社 501-1203 岐阜県 本巣市文殊１００１
代表取締役
金子晶彦

玉軸受・ころ
軸受製造業

鋼材(丸棒)を高周波加熱炉にて加熱、機械内連続鍛造
にて外内リングに成型、電気炉にて熱処理実施。冷間転
造及び研磨後、発注元へ納入している。

谷汲工場 501-1311 岐阜県
揖斐郡揖斐川町谷汲徳積１８４
１

7,619,068 7,619,068 642,783 11.85

400146 カジナイロン株式会社 920-3111 石川県 金沢市梅田町ハ４８番地
代表取締役社
長 梶政隆

かさ高加工糸
製造業

『仮撚り加工糸』ナイロン原糸およびエステル原糸を仮撚
機加工した製品（かさ高加工糸）を品質検査・梱包して出
荷している。

カジナイロン株式会社 920-3111 石川県 金沢市梅田町ハ４８番地 12,033,871 12,033,871 1,514,876 7.94

400147
一般社団法人 石川県
金沢食肉公社

920-3101 石川県 金沢市才田町戊３３７番地
理事長 細田
大造

と畜場

食肉の合理的な流通を図り、畜産の振興と県民食生活
の向上に資することを目的として、次の事業を行う。 （１）
家畜のと殺及び解体 （２）食肉及び副産物の冷蔵保管
（３）食肉取引施設の開設 （４）その他目的を達成するた
めに必要な事業

一般社団法人石川県金沢
食肉公社

920-3101 石川県 金沢市才田町戊３３７番地 2,968,152 2,968,152 421,954 7.03

400148
創和テキスタイル株式会
社

925-0623 石川県 羽咋市本江町ヌ部８番地
代表取締役社
長 大林浩

絹・人絹織物
業

合成繊維織物の製造 第１工場 925-0623 石川県 羽咋市本江町ヌ部８番地 15,326,892 21,762,060 3,620,068 6.01
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400148
創和テキスタイル株式会
社

925-0623 石川県 羽咋市本江町ヌ部８番地
代表取締役社
長 大林浩

絹・人絹織物
業

合成繊維織物の製造 第２工場 929-1574 石川県 羽咋市酒井町は４番地 6,435,168 21,762,060 3,620,068 6.01

400149 新東工業株式会社 450-6424 愛知県
名古屋市中村区名駅３丁目２８
番１２号大名古屋ビルヂング２４
階

代表取締役社
長 永井淳

鋳鋼製造業
電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、造粒することで各
種スチールショットの製造を行う。製造物は、国内外の自
動者メーカーなど、様々な事業所に出荷している。

大崎事業所 442-8515 愛知県 豊川市大崎町門１番地１ 47,983,699 47,983,699 7,772,115 6.17

400150 株式会社ニノミヤ 445-0052 愛知県
西尾市横手町川東新田１７番地
１

代表取締役社
長 二宮英樹

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物
は国内の自動車メーカー等、様々な事業者に出荷してい
る。

本社 445-0052 愛知県
西尾市横手町川東新田１７番地
１

28,884,298 28,884,298 4,499,439 6.41

400151 泉撚糸株式会社 922-0301 石川県 加賀市高塚町リ４８
代表取締役社
長 泉勝幸

かさ高加工糸
製造業

化学合繊のかさ高加工糸を製造。 製品は、国内外へ出
荷している。

泉撚糸㈱ 922-0301 石川県 加賀市高塚町リ４８ 2,723,988 2,723,988 97,244 28.01

400152
一般財団法人滑川市文
化・スポーツ振興財団

936-0023 富山県 滑川市柳原１５３７－２
理事長 上田
昌孝

その他の公衆
浴場業

公衆浴場「あいらぶ湯」（その他の公衆浴場）の管理運
営

滑川市民交流プラザ 936-0033 富山県 滑川市吾妻町４２６番地 1,969,374 1,969,374 71,800 27.42

400153
株式会社ケー・エヌ・
テー

929-1602 石川県
鹿島郡中能登町能登部上丙２
番地

代表取締役社
長 高橋克機

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

複数の種類の原糸を撚り合わせる事により、風合等に
付加 価値をつける加工を行う。製造した糸は織布工場
および ニット工場へ出荷している。

株式会社ケー・エヌ・テー 929-1602 石川県
鹿島郡中能登町能登部上丙２
番地

1,428,948 1,428,948 100,641 14.19

400154 中央可鍛工業株式会社 454-0037 愛知県
名古屋市中川区富川町３丁目１
番地の１

代表取締役社
長 武山直民

可鍛鋳鉄製造
業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型へ注ぎ、冷
却・成型した後、製品仕様に基づき熱処理・表面処理な
らびに穴あけ等の切削加工を行う。完成した各種鋳物製
品は、国内外の自動車メーカー等、さまざまな事業者へ
出荷している。

日進工場 470-0128 愛知県 日進市浅田平子１－３００ 59,236,613 63,340,765 10,640,691 5.95

400154 中央可鍛工業株式会社 454-0037 愛知県
名古屋市中川区富川町３丁目１
番地の１

代表取締役社
長 武山直民

可鍛鋳鉄製造
業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型へ注ぎ、冷
却・成型した後、製品仕様に基づき熱処理・表面処理な
らびに穴あけ等の切削加工を行う。完成した各種鋳物製
品は、国内外の自動車メーカー等、さまざまな事業者へ
出荷している。

熊本工場 869-1233 熊本県
菊池郡大津町大字大津字土井
ノ内３１番地

4,104,152 63,340,765 10,640,691 5.95

400155 株式会社ヤマキ 444-0324 愛知県
西尾市寺津町四ノ割横道西１０
－１

代表取締役
鈴木英昭

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型に注ぎ、冷
却成形することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物は
国内の様々なメーカーに出荷している。

株式会社ヤマキ 444-0324 愛知県
西尾市寺津町四ノ割横道西１０
－１

28,322,742 28,322,742 4,422,334 6.40

400156 東邦ガス株式会社 456-8511 愛知県
名古屋市熱田区桜田町１９－１
８

代表取締役社
長 冨成義郎

熱供給業
ボイラー、冷凍機等を設置したプラントから複数の需要
家（建物）に地域導管を通して、冷水・蒸気（温水）を送っ
て冷房・暖房等（地域冷暖房）を行っています。

栄三丁目地域エネルギー
センター

460-0008 愛知県 名古屋市中区栄３－１５－３３ 5,813,196 17,299,255 2,261,356 7.64

400156 東邦ガス株式会社 456-8511 愛知県
名古屋市熱田区桜田町１９－１
８

代表取締役社
長 冨成義郎

熱供給業
ボイラー、冷凍機等を設置したプラントから複数の需要
家（建物）に地域導管を通して、冷水・蒸気（温水）を送っ
て冷房・暖房等（地域冷暖房）を行っています。

小牧駅西地域エネルギー
センター

485-0029 愛知県 小牧市中央１－２６７ 1,850,809 17,299,255 2,261,356 7.64

400156 東邦ガス株式会社 456-8511 愛知県
名古屋市熱田区桜田町１９－１
８

代表取締役社
長 冨成義郎

熱供給業
ボイラー、冷凍機等を設置したプラントから複数の需要
家（建物）に地域導管を通して、冷水・蒸気（温水）を送っ
て冷房・暖房等（地域冷暖房）を行っています。

名駅南地域エネルギーセ
ンター

450-0003 愛知県 名古屋市中村区名駅南１－２８ 2,866,860 17,299,255 2,261,356 7.64

400156 東邦ガス株式会社 456-8511 愛知県
名古屋市熱田区桜田町１９－１
８

代表取締役社
長 冨成義郎

熱供給業
ボイラー、冷凍機等を設置したプラントから複数の需要
家（建物）に地域導管を通して、冷水・蒸気（温水）を送っ
て冷房・暖房等（地域冷暖房）を行っています。

栄三丁目北地域エネル
ギーセンター

460-0008 愛知県 名古屋市中区栄３－６－１ 1,921,498 17,299,255 2,261,356 7.64

400156 東邦ガス株式会社 456-8511 愛知県
名古屋市熱田区桜田町１９－１
８

代表取締役社
長 冨成義郎

熱供給業
ボイラー、冷凍機等を設置したプラントから複数の需要
家（建物）に地域導管を通して、冷水・蒸気（温水）を送っ
て冷房・暖房等（地域冷暖房）を行っています。

東桜地域エネルギーセン
ター

461-0005 愛知県 名古屋市東区東桜１－１－１０ 1,758,042 17,299,255 2,261,356 7.64

400157 株式会社シーエナジー 461-0005 愛知県
名古屋市東区東桜１丁目１３番
３号 名古屋放送センタービル１
４・１５階

代表取締役社
長 佐古直樹

その他の管
理，補助的経
済活動を行う
事業所

当社が受変電所を事業所敷地内に設置し、小売電気事
業者から受電した電力を変換し、事業所へ供給する。

小諸市庁舎等事業所 384-0025 長野県 小諸市相生町三丁目３番３号 3,069,609 17,085,031 387,526 44.08

400157 株式会社シーエナジー 461-0005 愛知県
名古屋市東区東桜１丁目１３番
３号 名古屋放送センタービル１
４・１５階

代表取締役社
長 佐古直樹

その他の管
理，補助的経
済活動を行う
事業所

当社が受変電所を事業所敷地内に設置し、小売電気事
業者から受電した電力を変換し、事業所へ供給する。

イースタン中大塩事業所 391-0215 長野県 茅野市中大塩２３－１１ 14,015,422 17,085,031 387,526 44.08

400158
サンレックス工業株式会
社

512-8054 三重県 四日市市朝明町１番地
代表取締役社
長 湯淺浩志

フェルト・不織
布製造業

合成樹脂を溶融押出・延伸し、そのフィラメントをベルト
上に分散成型した後に、熱融着させ、シート状にした不
織布及び不織布関連製品を製造している。 製造物は、
親会社を通じ各おむつメーカー等へ出荷委している。 親
会社である三井化学㈱の100%子会社であり、生産受託
している。

本社工場 512-8054 三重県 四日市市朝明町１番地 83,695,865 83,695,865 11,300,852 7.40

400159
協伸熱処理工業株式会
社

939-3548 富山県
富山市三郷１２番地 富山企業
団地内

代表取締役
酒井久裕

金属熱処理業
自動車部品、油圧機器部品、工作機械部品の焼入れや
浸炭等の熱処理加工を当事業所において行っている。

協伸熱処理工業株式会社 939-3548 富山県
富山市三郷１２番地 富山企業
団地内

4,360,733 4,360,733 435,987 10.00

400160 丸伝冷蔵 株式会社 486-0934 愛知県 春日井市長塚町一丁目１番地
代表取締役
今井克典

冷蔵倉庫業 大手菓子メーカー製冷菓の保管及び管理
春日井第一センター・第二
センター

486-0934 愛知県
春日井市長塚町一丁目１番地
及び８８～９３番地

3,960,173 3,960,173 486,104 8.14

400161 株式会社トスマク・アイ 924-0032 石川県 白山市村井町３３０
代表取締役
藤井雅之

産業廃棄物処
分業

一般廃棄物及び産業廃棄物の中間処理とリサイクル事
業

松任リサイクル工場 924-0066 石川県 白山市上小川町８００－１ 3,895,032 3,895,032 641,686 6.06

400162 昭和鋳工株式会社 929-1425 石川県 羽咋郡宝達志水町子浦む６
代表取締役
小野田英治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、成型することで各種鋳物製品の製造を行う。 製造物
は、国内の工作機械、繊維機械、油圧機械メーカーに出
荷している。

昭和鋳工株式会社 志雄
工場

929-1425 石川県 羽咋郡宝達志水町子浦む６ 3,657,323 3,657,323 579,349 6.31

400163 ヤマタ水産株式会社 455-0078 愛知県
名古屋市港区丸池町２丁目２２
番地

代表取締役
社長 天野徹

冷蔵倉庫業 冷蔵・冷凍貨物の保管、管理 ヤマタ水産㈱豊浜冷蔵庫 470-3411 愛知県
知多郡南知多町豊丘馬道１－１
１

3,232,305 3,232,305 357,904 9.03
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400164 株式会社小出鋳造所 447-0844 愛知県 碧南市港本町４番地３０
代表取締役
神谷眞知子

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は国内の自動車メーカー等、様々な事業に出荷してい
る。

本社工場 447-0844 愛知県 碧南市港本町４番地３０ 6,254,002 6,254,002 647,800 9.65

400165
ＪＸ金属三日市リサイク
ル株式会社

938-0042 富山県 黒部市天神新８番地
代表取締役社
長 森明秀行

産業廃棄物処
分業

ガス化溶融炉で産業廃棄物（シュレッダーダスト等）を熱
分解処理し、有価金属の回収を行う。

ＪＸ金属三日市リサイクル
株式会社

938-0042 富山県 黒部市天神新８番地 10,452,347 10,452,347 1,278,242 8.17

400166
アイケイケイ・ショット株
式会社

476-0001 愛知県
東海市南柴田町ヌノ割４１２番
地の４

代表取締役
若林宗次

他に分類され
ない鉄鋼業

鉄スクラップを電気炉で溶解し、その溶湯を水で分裂さ
せ球状金属粒子を製造する。また、ロール破砕機により
多角金属粒子の製造も行っている。主に金属研掃材とし
て国内外の自動車、造船、製鉄、鋳物メーカーなど様々
な分野に出荷している。

本社工場 476-0001 愛知県
東海市南柴田町ヌノ割４１２番
地の４

23,597,134 23,597,134 3,482,793 6.77

400167 株式会社パックス 480-0133 愛知県
丹羽郡大口町替地２丁目１３５
番地

代表取締役
小椋栄次

廃プラスチック
製品製造業

容器包装プラスチックのマテリアルリサイクル及び産業
廃棄物のマテリアルリサイクル化、再生原料の製造

関工場 501-3924 岐阜県 関市迫間字野黒２６６６ 3,709,635 3,709,635 377,900 9.81

400168 プラ・ネット株式会社 501-3924 岐阜県 関市迫間字大脇２６３２番地
代表取締役
小椋栄次

廃プラスチック
製品製造業

プラスチック原料のコンパウンド事業 本社工場 501-3924 岐阜県 関市迫間字大脇２６３２番地 1,185,010 1,185,010 68,773 17.23

400169 森嘉鋳造株式会社 447-0818 愛知県 碧南市若宮町６丁目３４番地
代表取締役
鈴木岩雄

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。鋳物製
品は国内自動車メーカー等、様々な事業者に出荷してい
る。

森嘉鋳造株式会社 447-0818 愛知県 碧南市若宮町６丁目３４番地 3,020,262 3,020,262 233,672 12.92

400170 株式会社 富田鋳工所 454-0831 愛知県
名古屋市三ツ屋町二丁目３７番
地

代表取締役社
長 富田康裕

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄・鉄スクラップを鋳型に注
ぎ、冷却・整形することで各種鋳物製品の製造を行う。製
造物はエレベータメーカー、建機メーカー。自動車メー
カー等、様々な事業者に出荷している。

弥富工場 498-0043 愛知県 弥富市寛延四丁目３１番地 11,241,347 11,377,956 2,001,158 5.68

400171 株式会社 梶鋳工所 929-1215 石川県 かほく市高松ラ１５
代表取締役社
長 梶精能

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

鋳鉄鋳物製造業 上水道用鋳物部品、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ補
機類用鋳物部品、ﾐﾆｼｮﾍﾞﾙ用足回り系鋳物部品、繊維
機械用鋳物部品、工作機械用鋳物部品、産業機械用鋳
物部品の製造等

株式会社 梶鋳工所 929-1215 石川県 かほく市高松ラ１５ 5,529,701 5,529,701 978,659 5.65

400172
豊川テキスタイル株式会
社

442-0854 愛知県 豊川市国府町天神２７番地
代表取締役社
長 山本慎

化学繊維紡績
業

繊維製品の製造加工および販売 本社工場 442-0854 愛知県 豊川市国府町天神２７番地 4,444,243 4,444,243 589,685 7.53

400173 鹿島テックス株式会社 929-2113 石川県 七尾市西下町へ部２８番地１
代表取締役社
長 蔵町喜明

絹・人絹織物
業

婦人、紳士、スポーツ衣料、織物製造 鹿島テックス株式会社 929-2113 石川県 七尾市西下町へ部２８番地１ 3,212,316 3,212,316 315,141 10.19

400174 石川県漁業協同組合 920-0022 石川県 金沢市北安江三丁目１番３８号
代表理事組合
長 笹原丈光

製氷業
組合員（漁業者）に対し氷を供給するとともに、組合員の
漁獲物の冷凍、冷蔵を行う。

輪島支所 輪島崎地区 928-0075 石川県 輪島市鳳至町下町１６６番地 2,071,429 6,455,042 278,676 23.16

400174 石川県漁業協同組合 920-0022 石川県 金沢市北安江三丁目１番３８号
代表理事組合
長 笹原丈光

製氷業
組合員（漁業者）に対し氷を供給するとともに、組合員の
漁獲物の冷凍、冷蔵を行う。

かなざわ総合市場 920-0332 石川県 金沢市無量寺町ヲ５１番地 1,568,694 6,455,042 278,676 23.16

400174 石川県漁業協同組合 920-0022 石川県 金沢市北安江三丁目１番３８号
代表理事組合
長 笹原丈光

製氷業
組合員（漁業者）に対し氷を供給するとともに、組合員の
漁獲物の冷凍、冷蔵を行う。

西海支所 風戸地区 925-0566 石川県
羽咋郡志賀町西海風戸ヌの８
番地２

1,643,956 6,455,042 278,676 23.16

400175 株式会社一新鋳造所 475-0014 愛知県 半田市一本木町３－５４
代表取締役
新美良純

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

高周波誘導炉を使用して、銑鉄・鉄スクラップ等を溶解
し、砂型に注湯し、解枠、清浄、仕上げ、検査を行い出
荷する。 製造物は、各種機械、列車電動機、油圧機器
などを製造する事業者向けに出荷している。

東浦工場 470-2103 愛知県 知多郡東浦町石浜藤仙坊１５０ 1,199,539 1,199,539 181,452 6.61

500001 合同製鐵株式会社 530-0004 大阪府
大阪市北区堂島浜２－２－８東
洋紡ビル８Ｆ

代表取締役社
長 明賀孝仁

製鋼・製鋼圧
延業

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟを電気炉を用いて溶解し鋼片を製造・販売し
ている。また、鋼片を加熱炉及び圧延機を用いて加熱･
圧延し形鋼、線材、丸鋼、軌条、異形棒鋼などの鋼材 を
製造・販売している。

船橋製造所 273-0023 千葉県 船橋市南海神２－２－１ 233,744,980 712,552,510 79,477,924 8.96

500001 合同製鐵株式会社 530-0004 大阪府
大阪市北区堂島浜２－２－８東
洋紡ビル８Ｆ

代表取締役社
長 明賀孝仁

製鋼・製鋼圧
延業

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟを電気炉を用いて溶解し鋼片を製造・販売し
ている。また、鋼片を加熱炉及び圧延機を用いて加熱･
圧延し形鋼、線材、丸鋼、軌条、異形棒鋼などの鋼材 を
製造・販売している。

大阪製造所 555-0042 大阪府 大阪市西淀川区西島１－１－２ 286,519,000 712,552,510 79,477,924 8.96

500001 合同製鐵株式会社 530-0004 大阪府
大阪市北区堂島浜２－２－８東
洋紡ビル８Ｆ

代表取締役社
長 明賀孝仁

製鋼・製鋼圧
延業

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟを電気炉を用いて溶解し鋼片を製造・販売し
ている。また、鋼片を加熱炉及び圧延機を用いて加熱･
圧延し形鋼、線材、丸鋼、軌条、異形棒鋼などの鋼材 を
製造・販売している。

姫路製造所 672-8655 兵庫県 姫路市飾磨区中島２９４６ 192,288,530 712,552,510 79,477,924 8.96

500002 フクイボウ株式会社 918-8533 福井県 福井市桃園２－１－１５
代表取締役社
長 宮川雅彦

化学繊維紡績
業

原綿からアクリル、ポリエステルなどの化合繊の紡績糸
を製造し、主に国内メーカーや商社などに販売。

本社工場 918-8533 福井県 福井市桃園２－１－１５ 8,419,344 8,419,344 1,449,601 5.80

500003
関西ヘキサケミカル株式
会社

677-0032 兵庫県
西脇市中畑町字東山１４７９番
地４５

代表取締役社
長 福井眞彌

プラスチック成
形材料製造業

押出機を用いて各種プラスチック原料と着色剤及び添加
剤を混合させたものを溶解混練し、ペレットを製造してい
る。製造物は、国内外のプラスチック成形メーカーに出
荷している。

関西ヘキサケミカル株式会
社

677-0032 兵庫県
西脇市中畑町字東山１４７９番
地４５

4,756,451 4,756,451 503,745 9.44

500004
京阪神ビルディング株式
会社

541-0048 大阪府
大阪市中央区瓦町４－２－１４
京阪神瓦町ビル

代表取締役社
長 南浩一

その他の固定
電気通信業

データセンタービルの所有・運営事業 １．データセンター
を構築するためのスペースの提供 ２．データセンターの
運用に必要な電源、空調等の設備環境の提供

京阪神新町第１ビル 550-0013 大阪府 大阪市西区新町２丁目７－５ 16,102,208 117,646,887 5,840,897 20.14

500004
京阪神ビルディング株式
会社

541-0048 大阪府
大阪市中央区瓦町４－２－１４
京阪神瓦町ビル

代表取締役社
長 南浩一

その他の固定
電気通信業

データセンタービルの所有・運営事業 １．データセンター
を構築するためのスペースの提供 ２．データセンターの
運用に必要な電源、空調等の設備環境の提供

京阪神新町第２ビル 550-0013 大阪府 大阪市西区新町２丁目８－５ 32,394,275 117,646,887 5,840,897 20.14
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500004
京阪神ビルディング株式
会社

541-0048 大阪府
大阪市中央区瓦町４－２－１４
京阪神瓦町ビル

代表取締役社
長 南浩一

その他の固定
電気通信業

データセンタービルの所有・運営事業 １．データセンター
を構築するためのスペースの提供 ２．データセンターの
運用に必要な電源、空調等の設備環境の提供

京阪神新江坂ビル 564-0063 大阪府 吹田市江坂町２丁目１－４７ 6,326,910 117,646,887 5,840,897 20.14

500004
京阪神ビルディング株式
会社

541-0048 大阪府
大阪市中央区瓦町４－２－１４
京阪神瓦町ビル

代表取締役社
長 南浩一

その他の固定
電気通信業

データセンタービルの所有・運営事業 １．データセンター
を構築するためのスペースの提供 ２．データセンターの
運用に必要な電源、空調等の設備環境の提供

京阪神豊崎ビル 531-0072 大阪府 大阪市北区豊崎２丁目１０－１３ 6,915,487 117,646,887 5,840,897 20.14

500004
京阪神ビルディング株式
会社

541-0048 大阪府
大阪市中央区瓦町４－２－１４
京阪神瓦町ビル

代表取締役社
長 南浩一

その他の固定
電気通信業

データセンタービルの所有・運営事業 １．データセンター
を構築するためのスペースの提供 ２．データセンターの
運用に必要な電源、空調等の設備環境の提供

京阪神中津ビル 531-0072 大阪府 大阪市北区豊崎５丁目３－１１ 8,934,792 117,646,887 5,840,897 20.14

500004
京阪神ビルディング株式
会社

541-0048 大阪府
大阪市中央区瓦町４－２－１４
京阪神瓦町ビル

代表取締役社
長 南浩一

その他の固定
電気通信業

データセンタービルの所有・運営事業 １．データセンター
を構築するためのスペースの提供 ２．データセンターの
運用に必要な電源、空調等の設備環境の提供

京阪神北堀江ビル 550-0014 大阪府
大阪市西区北堀江３丁目６－１
１

25,731,151 117,646,887 5,840,897 20.14

500004
京阪神ビルディング株式
会社

541-0048 大阪府
大阪市中央区瓦町４－２－１４
京阪神瓦町ビル

代表取締役社
長 南浩一

その他の固定
電気通信業

データセンタービルの所有・運営事業 １．データセンター
を構築するためのスペースの提供 ２．データセンターの
運用に必要な電源、空調等の設備環境の提供

京阪神西心斎橋ビル 550-0013 大阪府 大阪市西区新町１丁目２６－１ 21,242,064 117,646,887 5,840,897 20.14

500005 株式会社南野産業 578-0921 大阪府 東大阪市水走１－１１－７
代表取締役
南野隆弘

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄・ｽｸﾗｯﾌﾟ等を造型機で成
型した生砂型に注湯・冷却・仕上工程を経て、各種鋳物
製品の製造を行う。製造物は、国内外の建機・工作機
械・一般産業機メーカー等、様々な事業者に出荷してい
る。

本社工場 578-0921 大阪府 東大阪市水走１－１１－７ 6,651,972 6,651,972 1,111,737 5.98

500006 大阪ピグメント株式会社 639-1031 奈良県 大和郡山市今国府町６－１１
代表取締役
田代喜一

プラスチック成
形材料製造業

プラスチック材料に着色剤等を混ぜ、押出機を用いて溶
融し、ペレット製品を製造する。製品は国内外の成形
メーカーへ出荷している。

大阪ピグメント株式会社 639-1031 奈良県 大和郡山市今国府町６－１１ 13,571,920 13,571,920 1,339,731 10.13

500007 ナカジマＦＴ株式会社 910-1324 福井県 吉田郡永平寺町野中１０－３１
代表取締役
社長 中嶋淳
一郎

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

ポリウレタン原糸に、ナイロン原糸等を巻き付けて伸縮
性のある糸を製造している（ストレッチヤーン）。主にパン
スト・タイツ・インナー製品の素材として提供している。

ナカジマＦＴ株式会社 910-1324 福井県 吉田郡永平寺町野中１０－３１ 5,552,106 5,552,106 265,527 20.90

500008 三国液酸株式会社 915-0071 福井県 越前市府中三丁目１３番２０号
代表取締役社
長 谷屋五郎

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料となる空気を空気圧縮機により圧縮し、不純物を除
去した後、原料空気を冷却、液化して精留塔に導入し、
沸点の差を用いて液化酸素と窒素ガスに分離し、液化
酸素を製造する。 また、分離された窒素ガスを窒素圧縮
機により圧縮し、冷却、膨張させ液化窒素を製造する。

三国工場 913-0031 福井県 坂井市三国町新保６１－２－１ 16,808,040 16,808,040 330,213 50.90

500009 森本倉庫株式会社 651-0086 兵庫県
神戸市中央区磯上通２丁目２番
２１号

代表取締役社
長 森本真弥

冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫を使用しての貨物の保管及び入庫・出庫 住吉営業所 658-0041 兵庫県
神戸市東灘区住吉南町１－１－
８

1,589,738 1,589,738 278,669 5.70

500010 小山鋼材株式会社 550-0012 大阪府
大阪市西区立売堀二丁目１番１
４号

代表取締役
小山東輔

金属熱処理業
ダイカストメーカー、金型メーカー等から依頼を受けてダ
イカスト金型に熱処理（焼入・焼戻し）及び表面処理を施
す。

名古屋熱処理センター 458-0801 愛知県
名古屋市緑区鳴海町下汐田１６
３番地

2,880,268 6,533,080 778,280 8.39

500010 小山鋼材株式会社 550-0012 大阪府
大阪市西区立売堀二丁目１番１
４号

代表取締役
小山東輔

金属熱処理業
ダイカストメーカー、金型メーカー等から依頼を受けてダ
イカスト金型に熱処理（焼入・焼戻し）及び表面処理を施
す。

尾道熱処理センター 722-0212 広島県
尾道市美ノ郷町本郷字新本郷１
番１８２ 尾道流通団地内

1,481,436 6,533,080 778,280 8.39

500010 小山鋼材株式会社 550-0012 大阪府
大阪市西区立売堀二丁目１番１
４号

代表取締役
小山東輔

金属熱処理業
ダイカストメーカー、金型メーカー等から依頼を受けてダ
イカスト金型に熱処理（焼入・焼戻し）及び表面処理を施
す。

大阪熱処理センター 584-0023 大阪府
富田林市若松町東３丁目４番４
４号

2,171,376 6,533,080 778,280 8.39

500011 西日本衛材株式会社 679-4169 兵庫県 たつの市龍野町大道５６６番地
代表取締役
合田康人

機械すき和紙
製造業

トイレットペーパー・タオルペーパーの製造 本社 679-4169 兵庫県 たつの市龍野町大道５６６番地 30,955,346 31,047,247 5,041,698 6.15

500012 株式会社ダイハツメタル 666-0023 兵庫県 川西市東久代２丁目１－１３
代表取締役社
長 金岡秀輝

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

ｷｭｰﾎﾟﾗ、電気炉を用いて溶解した鉄ｽｸﾗｯﾌﾟを鋳型に注
ぎ、冷却・仕上げすることで、各種鋳物製品の製造を行
う。製造物は、国内外の自動車メーカー、ディーゼルエン
ジンメーカー等、様々な事業者に出荷している。

出雲工場 669-0822 島根県 出雲市神西沖町２４００番地 86,877,720 86,877,720 14,197,598 6.11

500013 びわこ揚水土地改良区 523-0087 滋賀県
近江八幡市北津田町１５０３番
地

理事長 藤井
昇一

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とし、揚水機場を設け、送水路は28km、分
水工27箇所を設けて1,209haの水田に配水を行ってい
る。

びわこ揚水土地改良区 523-0087 滋賀県 近江八幡市北津田町１５０３ 3,105,072 3,188,682 367,938 8.66

500014
歯車協同熱処理工業株
式会社

675-2105 兵庫県 加西市下宮木町７５０番地の１
代表取締役
竹内靖明

金属熱処理業

鉄鋼製品の金属熱処理加工として、浸炭焼入れ焼戻し
および高周波焼入れ焼戻しの表面処理作業を行い、単
車・農機具・建設機械等の部品加工を行っている多くの
事業者に出荷している。

歯車協同熱処理工業株式
会社

675-2105 兵庫県 加西市下宮木町７５０番地の１ 3,099,068 3,099,068 494,604 6.26

500015 小島産業株式会社 595-0805 大阪府
泉北郡忠岡町忠岡東３－５－２
３

代表取締役
小島博明

化学繊維製造
業

ポリエステル原料をカット、粉砕した後に、造粒、溶融す
ることで製品原料となり、それを用いて、溶融紡糸を行い
ポリエステル短繊維の製造を行う。製造物は、自動車内
装関係メーカー等、様々な事業者に出荷している。

篠山工場 669-2406 兵庫県 篠山市泉字都谷２－２ 8,046,443 10,872,086 1,776,280 6.12

500015 小島産業株式会社 595-0805 大阪府
泉北郡忠岡町忠岡東３－５－２
３

代表取締役
小島博明

化学繊維製造
業

ポリエステル原料をカット、粉砕した後に、造粒、溶融す
ることで製品原料となり、それを用いて、溶融紡糸を行い
ポリエステル短繊維の製造を行う。製造物は、自動車内
装関係メーカー等、様々な事業者に出荷している。

滋賀工場 520-3413 滋賀県 甲賀市甲賀町油日２２１６－１１ 2,825,643 10,872,086 1,776,280 6.12
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500016 福井環境事業株式会社 918-8068 福井県 福井市角折町６－１
代表取締役社
長 二木和則

ごみ処分業

当該事業は、福井市及び周辺市町の家庭から分別排出
された資源ごみ（空き缶、ペットボトル、プラスチック製容
器包装）を受け入れ、選別・圧縮梱包し、再生資源として
出荷、売却している。さらに当該事業では、容器包装リ
サイクル制度に基づいて他の市町からもプラスチック製
容器包装圧縮物を受け入れ、再生処理し、プラスチック
再生原料（ペレット）を製造して出荷、売却している。当該
事業所では、工場稼働に必要な熱源・動力源のほぼ全
量を電力でまかなっている。

福井環境事業株式会社二
日市リサイクルセンター

910-0109 福井県 福井市二日市町第１９号８番地 8,037,569 8,037,569 896,542 8.96

500017 成和電子工業株式会社 672-8022 兵庫県
姫路市白浜町宇佐崎南１丁目５
１番地

代表取締役社
長 山下高則

金属熱処理業
他社より機械部品や車両部品等の金属部品の熱処理
作業を受注し、高周波誘導加熱装置や電気炉等を用い
て熱処理を行っている。

本社工場 672-8022 兵庫県
姫路市白浜町宇佐崎南１丁目５
１番地

4,255,301 4,255,301 385,564 11.03

500018
株式会社和泉製氷冷蔵
工場

598-0061 大阪府 泉佐野市住吉町９－１
代表取締役
藤林健介

冷蔵倉庫業 農産物・畜産物・水産物・冷凍食品等の冷蔵・冷凍保管 泉佐野第１センター 598-0061 大阪府 泉佐野市住吉町７－２ 1,341,026 2,649,646 374,348 7.07

500018
株式会社和泉製氷冷蔵
工場

598-0061 大阪府 泉佐野市住吉町９－１
代表取締役
藤林健介

冷蔵倉庫業 農産物・畜産物・水産物・冷凍食品等の冷蔵・冷凍保管 泉佐野第２センター 598-0061 大阪府 泉佐野市住吉町９－１ 1,308,620 2,649,646 374,348 7.07

500019 上富田町水道事業 649-2192 和歌山県
西牟婁郡上富田町朝来７６３番
地

上富田町長
奥田誠

上水道業
取水ポンプや総帥ポンプを用いて地下水をくみ上げ、水
道水にして供給している。

生馬浄水場 649-2103 和歌山県
西牟婁郡上富田町生馬５０３番
地

2,014,238 3,115,966 474,755 6.56

500020
公益財団法人 和歌山
県下水道公社

649-7164 和歌山県
伊都郡かつらぎ町窪４７０番地
の１

理事長 日吉
康文

下水道処理施
設維持管理業

和歌山県より指定管理された紀の川流域下水道の維持
管理業務、県民に対する下水道知識の普及啓発、下水
道担当職員を対象とする研修。

伊都浄化センター 649-7164 和歌山県
伊都郡かつらぎ町窪４７０番地
の１

3,724,139 3,750,153 420,709 8.91

500021 長浜南部土地改良区 526-0833 滋賀県 長浜市永久寺町４６８番地
理事長 小林
喜八郎

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とし、揚水ポンプにより延長13.9ｋｍのパイ
プラインに送水し、分水工10箇所から663ヘクタールの水
田に配水を行っている。

長浜南部揚水機場 526-0829 滋賀県 長浜市田村町１３２１－５ 1,307,936 1,316,430 108,854 12.09

500022
株式会社大阪チタニウ
ムテクノロジーズ

660-8533 兵庫県 尼崎市東浜町１番地
代表取締役社
長 杉﨑康昭

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

チタン鉱石を塩化・蒸留した四塩化チタンをマグネシウム
で還元する「クロール法」により、当社独自の技術改良を
加えた製錬方法でチタンを製造する。また、金属シリコン
に水素および四塩化珪素を反応させトリクロロシランと
し、これを蒸留精製後、反応炉で水素と反応させて、シリ
コンを製造する。

尼崎工場 660-8533 兵庫県 尼崎市東浜町１番地 464,873,000 736,298,070 43,431,093 16.95

500022
株式会社大阪チタニウ
ムテクノロジーズ

660-8533 兵庫県 尼崎市東浜町１番地
代表取締役社
長 杉﨑康昭

その他の非鉄
金属第1次製
錬・精製業

チタン鉱石を塩化・蒸留した四塩化チタンをマグネシウム
で還元する「クロール法」により、当社独自の技術改良を
加えた製錬方法でチタンを製造する。また、金属シリコン
に水素および四塩化珪素を反応させトリクロロシランと
し、これを蒸留精製後、反応炉で水素と反応させて、シリ
コンを製造する。

岸和田製造所 596-0016 大阪府 岸和田市岸之浦町３番２ 271,425,070 736,298,070 43,431,093 16.95

500023 奈良市場冷蔵株式会社 639-1124 奈良県
大和郡山市馬司町６４２番地の
２

代表取締役社
長 浪越照雄

冷蔵倉庫業
水産・青果・生鮮食料品の保管管理という奈良県中央卸
売市場で不可欠な流通基地の一翼を担っている。 奈良
県４９％出資

奈良市場冷蔵株式会社 639-1124 奈良県
大和郡山市馬司町６４２番地の
２

1,711,860 1,711,860 257,494 6.64

500024 久住織布株式会社 594-1113 大阪府 和泉市黒石町７０５
代表取締役
久住芳敬

綿・スフ織物
業

エアージェットルーム（圧縮空気を利用した自動織機）を
用いて工業資材向けの基布、衣料品、テント地等様々な
布地の製造を行っている。

久住織布株式会社 594-1113 大阪府 和泉市黒石町７０５ 2,738,612 2,738,612 294,903 9.28

500025
ＮＴＴビジネスソリュー
ションズ株式会社

530-0011 大阪府 大阪市北区大深町３番１号
代表取締役社
長 上原一郎

その他の固定
電気通信業

お客様のサーバー、ネットワーク等の機器をＩＤＣ内ハウ
ジング専用ラックにお預かりし、その運用・監視をサポー
トするハウジングサービス

宜野座ＩＴオペレーション
パーク

904-1301 沖縄県
国頭郡宜野座村字松田１４４３
番地

2,613,015 2,613,015 228,892 11.41

500026
日本デリカ運輸株式会
社

651-1431 兵庫県
西宮市山口町阪神流通セン
ター三丁目５番地の２

代表取締役
伊達好弘

冷蔵倉庫業
冷蔵品・冷凍品等の保管およびそれに付帯する作業等
を行う。

相模原物流センター 252-0244 神奈川県 相模原市中央区田名３６８４－２ 1,754,488 5,850,609 1,020,502 5.73

500026
日本デリカ運輸株式会
社

651-1431 兵庫県
西宮市山口町阪神流通セン
ター三丁目５番地の２

代表取締役
伊達好弘

冷蔵倉庫業
冷蔵品・冷凍品等の保管およびそれに付帯する作業等
を行う。

六甲物流センター 658-0031 兵庫県
神戸市東灘区向洋町東４丁目１
５－３

1,091,062 5,850,609 1,020,502 5.73

500026
日本デリカ運輸株式会
社

651-1431 兵庫県
西宮市山口町阪神流通セン
ター三丁目５番地の２

代表取締役
伊達好弘

冷蔵倉庫業
冷蔵品・冷凍品等の保管およびそれに付帯する作業等
を行う。

北神戸物流センター 651-1431 兵庫県
西宮市山口町阪神流通セン
ター三丁目５番地の２

1,778,735 5,850,609 1,020,502 5.73

500027 第一撚糸有限会社 590-0102 大阪府 堺市南区和田東９９９－２
代表取締役社
長 辻芳浩

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

製造された原糸を受け取り、糸を引きそろえて撚りをか
け、生地の製造を行う業者へ出荷している。

第一撚糸 590-0102 大阪府 堺市南区和田東９９９－２ 1,178,373 1,178,373 181,395 6.49

500028 株式会社チルコ 545-0053 大阪府
大阪市阿倍野区松崎町２－１０
－２４

代表取締役社
長 角谷政仁

冷蔵倉庫業 外貨、内貨の冷凍食品の保管業務。 株式会社チルコ 南港工場 559-0032 大阪府
大阪市住之江区南港南６－１－
３０

2,022,264 2,022,264 261,209 7.74

500029
株式会社エコパレット滋
賀

520-3306 滋賀県
甲賀市甲南町柑子２００２番地２
４

代表取締役
鷹見善彦

パレット製造
業

容器包装リサイクル法に基づき、市町村から排出された
容器包装廃プラスチックの再資源化処理を行い、その処
理された原料を主体として再生プラスチックパレットの製
造・販売を営む。製品は商社経由で、荷役・運搬用パレ
ツトとして出荷される。

本社工場 520-3306 滋賀県
甲賀市甲南町柑子２００２番地２
４

8,716,676 8,716,676 1,006,009 8.66

500030 南海化学株式会社 550-0015 大阪府 大阪市西区南堀江１－１２－１９
代表取締役
菅野秀夫

ソーダ工業

塩水の電気分解により発生した苛性ソーダ、塩素、水素
を製品又は、それらを原料とした塩酸、次亜塩素酸ソー
ダ製品の製造を行う。国内の様々なメーカーに出荷して
いる。

和歌山工場 641-0007 和歌山県 和歌山市小雑賀１－１－３８ 68,014,069 68,014,069 2,808,889 24.21

500031 八田工業株式会社 599-8265 大阪府 堺市中区八田西町２－１８－４０
代表取締役
隅谷賢三

金属熱処理業
電気炉を用いて焼入れ、焼戻し、焼鈍等の熱処理加工
を行う。製品は国内の様々な部品加工メーカーに出荷し
ている。

八田工業株式会社 599-8265 大阪府 堺市中区八田西町２丁１８－４０ 4,292,454 4,292,454 489,881 8.76
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500032 國友熱工株式会社 578-0948 大阪府
東大阪市菱屋東３丁目８番２０
号

代表取締役社
長 坪田輝一

金属熱処理業

電気炉を用いて顧客より預かった金属機械部品を850～
1,100℃の適切な温度に加熱し各種冷媒中に浸漬急冷
する。その後、別の電気炉を用いて700℃以下の適切な
温度に再加熱することにより、種々の機械部品に要求さ
れる機械的性質を付与する加工を行う。当該加工品は
建設機械、輸送機器、精密機械装置、一般産業機械な
ど多分野の機械メーカーに提供される。

國友熱工（株）滋賀竜王工
場

520-2501 滋賀県 蒲生郡竜王町弓削１２１８ 3,144,559 3,144,559 425,429 7.39

500033
株式会社関電エネル
ギーソリューション

530-0005 大阪府 大阪市北区中之島２－３－１８
代表取締役社
長 白井良平

熱供給業

ひとまとまりの地域（あるいは複数の建築物）に、熱 供
給設備（地域冷暖房プラント）から温水・蒸気・冷 水など
の熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷 房・融雪な
どを行うシステムまたは公益事業。

中之島熱供給センター 530-0005 大阪府 大阪市北区中之島６－２－３９ 4,495,663 42,172,343 3,013,626 13.99

500033
株式会社関電エネル
ギーソリューション

530-0005 大阪府 大阪市北区中之島２－３－１８
代表取締役社
長 白井良平

熱供給業

ひとまとまりの地域（あるいは複数の建築物）に、熱 供
給設備（地域冷暖房プラント）から温水・蒸気・冷 水など
の熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷 房・融雪な
どを行うシステムまたは公益事業。

本庄東熱供給センター 531-0074 大阪府 大阪市北区本庄東２－３－６ 5,362,517 42,172,343 3,013,626 13.99

500033
株式会社関電エネル
ギーソリューション

530-0005 大阪府 大阪市北区中之島２－３－１８
代表取締役社
長 白井良平

熱供給業

ひとまとまりの地域（あるいは複数の建築物）に、熱 供
給設備（地域冷暖房プラント）から温水・蒸気・冷 水など
の熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷 房・融雪な
どを行うシステムまたは公益事業。

中之島二・三丁目熱供給セ
ンター

530-0005 大阪府 大阪市北区中之島３－６－３６ 18,606,047 42,172,343 3,013,626 13.99

500033
株式会社関電エネル
ギーソリューション

530-0005 大阪府 大阪市北区中之島２－３－１８
代表取締役社
長 白井良平

熱供給業

ひとまとまりの地域（あるいは複数の建築物）に、熱 供
給設備（地域冷暖房プラント）から温水・蒸気・冷 水など
の熱媒を配管を通じて供給し、給湯・暖房・冷 房・融雪な
どを行うシステムまたは公益事業。

神戸リサーチパーク熱供給
センター

651-1513 兵庫県
神戸市北区鹿の子台北町８－２
－６

12,797,780 42,172,343 3,013,626 13.99

500034 住之江冷蔵株式会社 559-0032 大阪府
大阪市住之江区南港南６丁目２
番２２号

代表取締役
藤林義子

冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫業 冷凍食品を保管管理し、入出庫作業を行っ
ています。

住之江冷蔵株式会社 559-0032 大阪府
大阪市住之江区南港南６丁目２
番２２号

1,246,239 1,246,239 200,741 6.20

500035 田中忠織物株式会社 916-0016 福井県 鯖江市神中町２丁目９番４１号
代表取締役
田中亮輔

絹・人絹織物
業

織機（ウォータージェット機110台エアージェット機32台）を
用い、24時間稼働体制にて合成繊維製品を製造出荷し
ている。

田中忠織物株式会社 916-0016 福井県 鯖江市神中町２丁目９番４１号 4,457,004 4,457,004 313,597 14.21

500036 田康加工糸株式会社 916-0131 福井県 丹生郡越前町乙坂１９号２番地
代表取締役
田中亮輔

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

撚糸機41台を用い、24時間稼働体制にてポリエステル
原糸の糸加工を行っている。

田康加工糸株式会社 916-0131 福井県 丹生郡越前町１９号２番地 1,375,278 1,375,278 83,965 16.37

500037 山陽特殊製鋼株式会社 672-8677 兵庫県
姫路市飾磨区中島字一文字３０
０７番地

代表取締役社
長 樋口眞哉

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉による製鋼からの一貫作業により、各種の特殊
鋼鋼材、特殊鋼鋼管等を製造し、ベアリングメーカー等、
国内外の様々な事業者に販売しております。

本社工場 672-8677 兵庫県
姫路市飾磨区中島字一文字３０
０７番地

1,066,607,818 1,066,607,818 148,544,998 7.18

500038 株式会社大阪ソーダ 550-0011 大阪府 大阪市西区阿波座１－１２－１８
代表取締役社
長執行役員
寺田健志

ソーダ工業

ソーダ工業では、食塩の電気分解を行い、かせいソー
ダ、塩酸、次亜塩素酸ソーダ等を製造します。 市場は、
化学、食品、官公庁など幅広い分野で使用されていま
す。

小倉工場 803-0838 福岡県 北九州市小倉北区高見台８－１ 42,835,920 279,581,739 24,357,000 11.47

500038 株式会社大阪ソーダ 550-0011 大阪府 大阪市西区阿波座１－１２－１８
代表取締役社
長執行役員
寺田健志

ソーダ工業

ソーダ工業では、食塩の電気分解を行い、かせいソー
ダ、塩酸、次亜塩素酸ソーダ等を製造します。 市場は、
化学、食品、官公庁など幅広い分野で使用されていま
す。

尼崎工場 660-0842 兵庫県 尼崎市大高洲町１１ 143,103,334 279,581,739 24,357,000 11.47

500038 株式会社大阪ソーダ 550-0011 大阪府 大阪市西区阿波座１－１２－１８
代表取締役社
長執行役員
寺田健志

ソーダ工業

ソーダ工業では、食塩の電気分解を行い、かせいソー
ダ、塩酸、次亜塩素酸ソーダ等を製造します。 市場は、
化学、食品、官公庁など幅広い分野で使用されていま
す。

松山工場 791-8525 愛媛県 松山市北吉田町７７ 93,642,485 279,581,739 24,357,000 11.47

500039
公益財団法人福井県下
水道公社

913-0024 福井県 坂井市三国町池見２－２７
理事長 横山
隆博

下水道処理施
設維持管理業

福井県が設置する流域下水道における下水道施設の運
転管理業務を行う。

兵庫川ポンプ場 919-0404 福井県 坂井市春江町西長田５６－７ 1,085,676 7,790,094 816,567 9.54

500039
公益財団法人福井県下
水道公社

913-0024 福井県 坂井市三国町池見２－２７
理事長 横山
隆博

下水道処理施
設維持管理業

福井県が設置する流域下水道における下水道施設の運
転管理業務を行う。

九頭竜川浄化センター 913-0024 福井県 坂井市三国町池見２－２７ 4,924,992 7,790,094 816,567 9.54

500040 住吉冷蔵株式会社 559-0032 大阪府
大阪市住之江区南港南６丁目１
番５０号

代表取締役
藤林義子

冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫業 冷凍食品を保管管理し、入出庫作業を行っ
ています。

住吉冷蔵株式会社 559-0032 大阪府
大阪市住之江区南港南６丁目１
番５０号

2,079,523 2,079,523 195,246 10.65

500041
株式会社コールド・エ
アー・プロダクツ

592-0001 大阪府 高石市高砂３丁目７番地
代表取締役社
長 山崎晋一

圧縮ガス・液
化ガス製造業

ＬＮＧ冷熱を利用した空気深冷分離装置による液化酸
素、液化窒素、液化アルゴンの製造および販売

株式会社コールド・エアー・
プロダクツ

592-0001 大阪府 高石市高砂３丁目７番地 53,203,320 53,203,320 1,712,279 31.07

500042 福井鉄道株式会社 915-0802 福井県 越前市北府二丁目５番２０号
代表取締役
村田治夫

普通鉄道業 鉄道車両による旅客運送事業 福井鉄道福武線 915-0802 福井県 越前市北府二丁目５番２０号 2,843,544 2,843,544 366,495 7.75

500043 株式会社センシュー 596-0013 大阪府 岸和田市臨海町２０－１
代表取締役
大嶋實

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、自動車・建農機・水道部品メーカー等、様々な事
業者に出荷している。

株式会社センシュー 596-0013 大阪府 岸和田市臨海町２０－１ 40,230,890 40,230,890 4,488,687 8.96

500044 丸金繊維株式会社 916-0083 福井県
鯖江市石田上町第２４号２３番
地

代表取締役
山本正人

化学繊維製造
業

当社は、ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ織機を使用して、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ・ﾅｲﾛﾝ
織物の製造をしている。材料は無償支給され、加工のみ
を行う。 製品は、ｱﾊﾟﾚﾙ資材・産業資材として国内ﾒｰｶｰ
向けに出荷する。

本社 916-0083 福井県
鯖江市石田上町第２４号２３番
地

1,242,365 1,242,365 99,429 12.49

500045 株式会社ＫＡＩＲＥＩ 642-0035 和歌山県 海南市冷水３２５
代表取締役
中原頼子

冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業 冷蔵食品の凍結、保管、加工 株式会社KAIREI 642-0035 和歌山県 海南市冷水３２５ 1,103,528 1,103,528 56,941 19.38

500046
株式会社 ネツレン加古
川

675-1216 兵庫県
加古川市上荘町都染字中川上
７４５

代表取締役
木下武久

金属熱処理業
自動車、建設機械、産業機械等の部品を受注し、高周
波焼入れ・焼戻し・真空熱処理をして、出荷している。

株式会社 ネツレン加古川 675-1216 兵庫県
加古川市上荘町都染字中川上
７４５

2,384,573 2,384,573 273,796 8.70
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500047 広撚繊維工業株式会社 919-0473 福井県 坂井市春江町本堂２３－２
代表取締役社
長 藤原宏一

その他の織物
業

準備加工された原糸（撚糸、整経、サイジング経ビーム）
を荷受けし、当社において生機織物を製造する。 量産
設備のほか開発用の一貫設備を有している。

広撚繊維工業株式会社 919-0473 福井県 坂井市春江町本堂２３－２ 5,064,384 5,064,384 631,571 8.01

500048 西部サービス株式会社 532-0021 大阪府
大阪市淀川区田川北三丁目４
番４６号

代表取締役
片境邦喜

他に分類され
ないその他の
製造業

事務所からは一斉する産業廃棄物を収集運搬及び処分
し、固形燃料（RPF)を製造する。廃棄物の処理のトータ
ルサポートを行う。

西部サービス株式会社神
戸工場

658-0042 兵庫県 神戸市東灘区住吉浜町１７番 4,746,044 4,746,044 618,002 7.67

500049
有限会社アルファフォル
ム

532-0021 大阪府
大阪市淀川区田川北三丁目４
番４６号

代表取締役
綾一史

他に分類され
ないその他の
製造業

事務所から発生する産業廃棄物を処分し、固形燃料
（RPF)を製造する。廃棄物のトータルサポートを行う。

有限会社アルファフォルム
南港工場

559-0032 大阪府
大阪市住之江区南港南１丁目１
番１７５号

4,990,093 4,990,093 550,848 9.05

500050 株式会社堺ガスセンター 590-8529 大阪府 堺市堺区匠町１番地
代表取締役
高木正治

圧縮ガス・液
化ガス製造業

工業用のガスを製造し、パイピングにより圧送供給す
る。 供給する圧縮ガス ・ドライエアー ・酸素 ・窒素 ・
アルゴン ・ヘリウム ・水素

株式会社堺ガスセンター 590-8529 大阪府 堺市堺区匠町１番地 197,872,023 197,872,023 5,932,552 33.35

500051 姉川左岸土地改良区 526-0013 滋賀県 長浜市新庄寺町２８９
理事長 矢野
幸男

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とし、揚水機場を設け送水路は全線管網２
３．２Km、分水工１５カ所を設けて、990ヘクタ－ルの水田
に配水を行っている。

姉川左岸揚水機場 526-0105 滋賀県 長浜市細江町１３１１ 2,454,632 2,471,868 296,403 8.33

500052
ハリマペーパーテック株
式会社

675-0125 兵庫県
加古川市別府町西脇２丁目３４
番地

代表取締役社
長 神代滋

板紙製造業
パルプ・古紙を溶解し、抄紙機で内装用段ボール原紙を
製造する。

ハリマペーパーテック株式
会社

675-0125 兵庫県
加古川市別府町西脇２丁目３４
番地

10,216,406 10,216,406 1,278,275 7.99

500053
株式会社福井プラントメ
ンテ

915-0052 福井県 越前市矢放町１３号８番の２
代表取締役社
長 大島建司

下水道処理施
設維持管理業

下水処理施設の運転・維持管理業務・機器施設維持管
理に関する小規模修繕工事等

家久浄化センター 915-0801 福井県 越前市家久町１０８－８－１ 2,001,270 3,066,192 192,129 15.95

500054
大阪エネルギーサービ
ス株式会社

530-0001 大阪府 大阪市北区梅田３－２－６２
代表取締役社
長 原田好博

熱供給業
一定地域内の建物群に対して、冷水・温水・蒸気を媒体
とする熱エネルギーを熱源プラントから導管により供給
する。

第1プラント 530-0001 大阪府 大阪市北区梅田３－２－６２ 3,484,607 8,985,003 1,195,360 7.51

500054
大阪エネルギーサービ
ス株式会社

530-0001 大阪府 大阪市北区梅田３－２－６２
代表取締役社
長 原田好博

熱供給業
一定地域内の建物群に対して、冷水・温水・蒸気を媒体
とする熱エネルギーを熱源プラントから導管により供給
する。

第2プラント 530-0001 大阪府 大阪市北区梅田３－１－３ 5,500,396 8,985,003 1,195,360 7.51

500055 野洲川下流土地改良区 520-2423 滋賀県 野洲市西河原２丁目２３６６－２
理事長 白井
嘉嗣

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とし、揚水機場を設け、送水路は33.4km・
分水工139箇所を設けて2079haの水田に配水を行って
いる。

野洲川揚水機場 520-2415 滋賀県 野洲市須原６９７－１ 2,069,780 2,335,196 287,229 8.13

500056 株式会社カネカ 530-8288 大阪府
大阪市北区中之島二丁目３番１
８号

代表取締役社
長 角倉護

化学工業

＜Vinyls and Chlor-Alkali 事業＞ 代表的なプラスチック
のひとつである塩化ビニル樹脂について、ベースとなる
化成品（苛性ソーダ・塩素ガス等）の電気分解による生
産から、モノマー、ポリマー、応用分野である特殊樹脂ま
でを一貫生産し、製造した製品を世界規模で展開してい
ます。

高砂工業所 676-8688 兵庫県 高砂市高砂町宮前町１－８ 369,810,979 369,810,979 52,698,701 7.01

500057 ホンダ運送株式会社 567-0037 大阪府 茨木市上穂東町３－１９
代表取締役社
長 齊田克浩

冷蔵倉庫業

自社所有の倉庫における、冷蔵倉庫エリアを冷蔵製品
取扱い会社に（株式会社デイライン）、常温倉庫エリアを
他倉庫業者に賃貸し、各商品の入出荷倉庫と して提供
する。

狭山センター 350-1331 埼玉県 狭山市新狭山１丁目５ー１１ 1,499,840 2,131,177 221,747 9.61

500058 太平製氷冷蔵株式会社 557-0016 大阪府
大阪市西成区花園北１丁目３番
２０号

代表取締役
藤林フミヨ

冷蔵倉庫業

お客様の冷凍・冷蔵した食品（主に冷凍食品）を入庫予
定に基づき当社の冷蔵倉庫に入庫します。お客様から
の出庫依頼があるまで冷凍・冷蔵した状態を保ち保管を
します。出庫依頼があれば、依頼に基づき出庫します。
お客様は木津卸売市場の仲買人、食品卸問屋、食品
メーカーが主です。事業の売上としては入庫時に荷役料
と保管料があります。

本社 557-0016 大阪府
大阪市西成区花園北１丁目３番
２０号

1,220,195 1,220,195 96,336 12.66

500059 岡山化成株式会社 550-0011 大阪府 大阪市西区阿波座１－１２－１８
代表取締役社
長 芳村宏幸

ソーダ工業
食塩を電気分解することにより、かせいソーダ、塩素、次
亜塩素酸ソーダなどを製造し、市場は化学、食品、官公
庁など幅広い分野で使用されています。

水島工場 711-0934 岡山県 倉敷市児島塩生２７６７－２９ 397,090,634 397,090,634 7,285,485 54.50

500060 株式会社大阪ソーダ 550-0011 大阪府 大阪市西区阿波座１－１２－１８
代表取締役社
長執行役員
寺田健志

脂肪族系中間
物製造業（脂
肪族系溶剤を
含む）

食塩電解により発生する塩素とプロピレンの化学反応に
よりアリルクロライド（ＡＣ）、塩素＋アルカリとＡＣから化
学反応によりエピクロルヒドリン（ＥＰ）の化学品を製造し
ます。市場は、化学、塗料、電気など幅広い分野で使用
されています。

水島工場 711-0934 岡山県 倉敷市児島塩生２７６７－２９ 101,593,697 101,593,697 9,104,000 11.15

500061 飯田産業合資会社 594-1156 大阪府 和泉市内田町二丁目６－６０
代表社員 飯
田貴司夫

綿・スフ織物
業

スクリューコンプレッサーを用いて、圧縮した空気をエ
アージェット織機に供給し、各種織物を製織することによ
り、綿スフ織物の半製品の製造を行う製造物は国内の
染工場や加工場など、様々な事業者に出荷している。

飯田産業合資会社 594-1156 大阪府 和泉市内田町２丁目６番６０号 2,966,959 2,966,959 461,181 6.43

500062
株式会社セントラル・
コールド・ストレージ

554-0031 大阪府
大阪市此花区桜島３丁目２番１
７号

代表取締役社
長 山本朗

冷蔵倉庫業
食品会社・輸入商社等が取扱う加工食品・水産品・農産
品等の冷凍保管

桜島倉庫 554-0031 大阪府 大阪市此花区桜島３―２―１７ 8,431,346 11,513,760 1,759,650 6.54

500062
株式会社セントラル・
コールド・ストレージ

554-0031 大阪府
大阪市此花区桜島３丁目２番１
７号

代表取締役社
長 山本朗

冷蔵倉庫業
食品会社・輸入商社等が取扱う加工食品・水産品・農産
品等の冷凍保管

第5棟 554-0031 大阪府 大阪市此花区桜島３―４―７６ 1,642,555 11,513,760 1,759,650 6.54

500063 未来コーセン株式会社 919-0101 福井県
南条郡南越前町湯尾第１０号１
０番地２

代表取締役社
長 白崎富治

かさ高加工糸
製造業

仮撚加工機を用いて、熱可塑性繊維に熱と撚糸を掛け、
かさ高加工糸の製造を行う。加工糸は国内の衣料、ス
ポーツ用途、医療品用途等向けに、ニット業者、織物業
者等に出荷している。

未来コーセン金沢工場 929-0327 石川県 河北郡津幡町庄ト６０ 8,163,336 8,163,336 789,101 10.34

500064 虹技株式会社 671-1132 兵庫県 姫路市大津区勘兵衛町４丁目１
取締役社長
山本幹雄

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉およびキュポラを用いて、溶解した銑鉄および鉄
スクラップを型に注ぎ、冷却・成型することで、各種鋳物
製品の製造を行う。製造物は、主に国内の産業・工作機
械業界や自動車業界等、様々な事業者に出荷してい
る。

姫路東工場 671-1132 兵庫県 姫路市大津区勘兵衛町４丁目１ 37,222,636 65,096,246 11,366,961 5.72
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500064 虹技株式会社 671-1132 兵庫県 姫路市大津区勘兵衛町４丁目１
取締役社長
山本幹雄

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉およびキュポラを用いて、溶解した銑鉄および鉄
スクラップを型に注ぎ、冷却・成型することで、各種鋳物
製品の製造を行う。製造物は、主に国内の産業・工作機
械業界や自動車業界等、様々な事業者に出荷してい
る。

姫路西工場 671-1133 兵庫県 姫路市大津区吉美４０３ 27,873,610 65,096,246 11,366,961 5.72

500065 （有）山八織物 910-1218 福井県 吉田郡永平寺町轟７－７０
代表取締役
山本典秀

絹・人絹織物
業

エアージェットによる、カーテン・衣料等、各種織物の製
造

（有）山八織物 910-1218 福井県 吉田郡永平寺町轟７－７０ 2,968,884 2,968,884 207,976 14.27

500066 旭日繊維株式会社 915-0242 福井県 越前市粟田部町５号４４番地
代表取締役
世喜克彦

その他の織物
業

エアージェット織機でキュプラ織物の生機を、主に委託加
工にて生産している

旭日繊維株式会社 915-0242 福井県 越前市粟田部町５号４４番地 7,204,752 7,204,752 528,786 13.62

500067 鴨川流域土地改良区 520-1223 滋賀県
高島市安曇川町下小川２９１２
番地

理事長 木津
昭彦

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とし、揚水機場を設け送水路は管網
16.8km・分水工は13箇所を設けて、約750haの水田に配
水を行っている。

鴨川第１段揚水機場 520-1223 滋賀県
高島市安曇川町下小川２９１２
番地

1,347,913 1,569,635 108,050 14.52

500068
関西国際空港熱供給株
式会社

549-0011 大阪府
泉南郡田尻町泉州空港中１番
地

代表取締役社
長 ブノア・リュ
ロ

熱供給業
空港島内の供給地区内の建物に対し、蒸気・冷水の熱
エネルギーを熱源プラントから導管により供給している。

中央プラント 549-0011 大阪府
泉南郡田尻町泉州空港中１番
地

21,776,615 24,602,909 2,909,260 8.45

500068
関西国際空港熱供給株
式会社

549-0011 大阪府
泉南郡田尻町泉州空港中１番
地

代表取締役社
長 ブノア・リュ
ロ

熱供給業
空港島内の供給地区内の建物に対し、蒸気・冷水の熱
エネルギーを熱源プラントから導管により供給している。

南プラント 549-0021 大阪府 泉南市泉州空港南１番地 2,826,294 24,602,909 2,909,260 8.45

500069 塔筋織布株式会社 597-0042 大阪府 貝塚市名越４９０
代表取締役社
長 塔筋邦正

綿・スフ織物
業

商社・紡績会社より原糸を入荷し、それを経糸・緯糸に
用いて、コンプレッサーの圧縮空気で緯糸を飛ばす、高
速エアージェットルームで織物を製造する。製造物は、
国内の染工場に出荷し染色される。

塔筋織布株式会社 597-0042 大阪府 貝塚市名越４９０ 3,273,832 3,273,832 477,022 6.86

500070 真名川株式会社 912-0401 福井県 大野市吉２８字下河原２
代表取締役
筒井宏幸

かさ高加工糸
製造業

仮撚機を用いて合成繊維を延伸、仮撚加工することに
よって、織物や編物の原糸を製造している。

真名川株式会社 912-0401 福井県 大野市吉２８字下河原２ 7,064,232 7,064,232 764,929 9.23

500071 有限会社ファインテック 574-0052 大阪府 大東市新田北町１－５
代表取締役
川端義雄

金属熱処理業

電気炉を用いて金型や機械部品を加熱し、窒素ガスや
油で冷却することでその部品の硬度や組織を制御する
熱処理加工を行っている。 大阪府下を中心に約300社
の金型メーカーや機械部品メーカーから、熱処理加工や
表面処理加工を受託している。

東大阪工場 578-0901 大阪府 東大阪市加納８－１－５ 1,133,284 1,982,009 233,565 8.48

500072 和歌山市企業局 640-8511 和歌山県 和歌山市七番丁２３番地
和歌山市公営
企業管理者
富松淳

工業用水道業
紀の川の表流水を浄化施設で浄化し、和歌山市に立地
する製鉄、化学、繊維、皮革等の企業46社に工業用水
を供給するもの

六十谷第１浄水場 640-8482 和歌山県 和歌山市六十谷２８０ 7,017,409 20,269,880 2,213,581 9.15

500072 和歌山市企業局 640-8511 和歌山県 和歌山市七番丁２３番地
和歌山市公営
企業管理者
富松淳

工業用水道業
紀の川の表流水を浄化施設で浄化し、和歌山市に立地
する製鉄、化学、繊維、皮革等の企業46社に工業用水
を供給するもの

六十谷第２浄水場 640-8482 和歌山県 和歌山市六十谷１０８－２ 11,900,974 20,269,880 2,213,581 9.15

500072 和歌山市企業局 640-8511 和歌山県 和歌山市七番丁２３番地
和歌山市公営
企業管理者
富松淳

工業用水道業
紀の川の表流水を浄化施設で浄化し、和歌山市に立地
する製鉄、化学、繊維、皮革等の企業46社に工業用水
を供給するもの

島橋工水中継ポンプ所 640-8402 和歌山県 和歌山市野崎３９ 1,009,732 20,269,880 2,213,581 9.15

500073 日本電気硝子株式会社 520-8639 滋賀県 大津市晴嵐二丁目７番１号
社長 松本元
春

その他のガラ
ス・同製品製
造業

特殊ガラス製品の製造・販売およびガラス製造機械の製
作・販売

大津事業場 520-8639 滋賀県 大津市晴嵐二丁目７番１号 110,151,400 851,057,234 107,221,805 7.93

500073 日本電気硝子株式会社 520-8639 滋賀県 大津市晴嵐二丁目７番１号
社長 松本元
春

その他のガラ
ス・同製品製
造業

特殊ガラス製品の製造・販売およびガラス製造機械の製
作・販売

草津精密ガラス加工セン
ター

525-0072 滋賀県 草津市笠山一丁目４－３７ 6,642,284 851,057,234 107,221,805 7.93

500073 日本電気硝子株式会社 520-8639 滋賀県 大津市晴嵐二丁目７番１号
社長 松本元
春

その他のガラ
ス・同製品製
造業

特殊ガラス製品の製造・販売およびガラス製造機械の製
作・販売

滋賀高月事業場 529-0292 滋賀県 長浜市高月町高月１９７９ 412,966,500 851,057,234 107,221,805 7.93

500073 日本電気硝子株式会社 520-8639 滋賀県 大津市晴嵐二丁目７番１号
社長 松本元
春

その他のガラ
ス・同製品製
造業

特殊ガラス製品の製造・販売およびガラス製造機械の製
作・販売

能登川事業場 521-1295 滋賀県 東近江市今町９０６ 321,297,050 851,057,234 107,221,805 7.93

500074 株式会社ハイドロエッジ 592-8331 大阪府 堺市西区築港新町３丁１－２３
代表取締役社
長 美澤秀敏

圧縮ガス・液
化ガス製造業

・液化水素、圧縮水素、液化窒素、液化酸素、液化アル
ゴンの製造及び販売。 ・液化炭酸ガスの製造。

㈱ハイドロエッジ 592-8331 大阪府 堺市西区築港新町３丁１－２３ 103,535,650 103,535,650 3,283,177 31.53

500075
大阪臨海熱供給株式会
社

554-0024 大阪府
大阪市此花区島屋５丁目１番２
０２号

代表取締役社
長 田坂隆之

熱供給業

熱供給事業法にもとづく熱供給事業として、電気、都市
ガス、コージェネレーションシステムにおける排熱等から
製造する、冷水、温水、蒸気を導管を用いて供給する地
域冷暖房を行っている。

南港熱供給センター 559-0034 大阪府
大阪市住之江区南港北１丁目１
１番１号

12,680,783 32,190,156 2,636,498 12.20

500075
大阪臨海熱供給株式会
社

554-0024 大阪府
大阪市此花区島屋５丁目１番２
０２号

代表取締役社
長 田坂隆之

熱供給業

熱供給事業法にもとづく熱供給事業として、電気、都市
ガス、コージェネレーションシステムにおける排熱等から
製造する、冷水、温水、蒸気を導管を用いて供給する地
域冷暖房を行っている。

三宮熱供給センター 651-0087 兵庫県
神戸市中央区御幸通８丁目１番
６号

4,221,490 32,190,156 2,636,498 12.20

500075
大阪臨海熱供給株式会
社

554-0024 大阪府
大阪市此花区島屋５丁目１番２
０２号

代表取締役社
長 田坂隆之

熱供給業

熱供給事業法にもとづく熱供給事業として、電気、都市
ガス、コージェネレーションシステムにおける排熱等から
製造する、冷水、温水、蒸気を導管を用いて供給する地
域冷暖房を行っている。

此花熱供給センター 554-0024 大阪府
大阪市此花区島屋５丁目１番２
０２号

15,287,883 32,190,156 2,636,498 12.20

500076 大和板紙株式会社 582-0004 大阪府 柏原市河原町５番３２号
代表取締役
北村貴則

板紙製造業
パルプ、古紙を溶解して 円網抄紙機にて、板紙を生産
し代理店を通じて印刷、製函業者に出荷している。

本社工場 582-0004 大阪府 柏原市河原町５番３２号 21,634,619 21,634,619 3,416,806 6.33

500077 京阪電気鉄道株式会社 540-6591 大阪府
大阪市中央区大手前１丁目７番
３１号

代表取締役社
長 中野道夫

軌道業 軌道法に基づく大津線における鉄道運輸業 大津事務所 520-0027 滋賀県 大津市錦織２丁目７番１６号 12,538,054 12,538,054 2,218,872 5.65
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500078 滋賀県企業庁 524-0201 滋賀県 野洲市吉川３３８２
企業庁長 桂
田俊夫

工業用水道業
琵琶湖から取水した原水を処理し、受水企業へ供給して
いる。

滋賀県企業庁 彦根工業
用水

522-0053 滋賀県 彦根市大藪町 1,673,352 10,007,493 1,119,886 8.93

500079 日野川流域土地改良区 520-2531 滋賀県
蒲生郡竜王町山之上５７７５番
地

理事長 藤澤
直広

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とした大型のかんがい用ポンプを用いて、
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町の４，３００ｈａの
受益地域の水田へ農業用水を供給する。

第１段揚水機場 520-2531 滋賀県 蒲生郡竜王町山之上５７７５ 6,575,681 13,064,138 595,851 21.92

500079 日野川流域土地改良区 520-2531 滋賀県
蒲生郡竜王町山之上５７７５番
地

理事長 藤澤
直広

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とした大型のかんがい用ポンプを用いて、
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町の４，３００ｈａの
受益地域の水田へ農業用水を供給する。

第２段揚水機場 520-2531 滋賀県 蒲生郡竜王町山之上５７７５ 3,365,859 13,064,138 595,851 21.92

500079 日野川流域土地改良区 520-2531 滋賀県
蒲生郡竜王町山之上５７７５番
地

理事長 藤澤
直広

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とした大型のかんがい用ポンプを用いて、
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町の４，３００ｈａの
受益地域の水田へ農業用水を供給する。

第３段揚水機場 520-2531 滋賀県 蒲生郡竜王町山之上５７７５ 1,405,299 13,064,138 595,851 21.92

500080 角前繊維工業株式会社 918-8211 福井県 福井市下中町４８号８０番地
代表取締役
角井洋一郎

絹・人絹織物
業

商社より発注を受け、原料の糸を支給してもらい、エアー
ジェットルームにて、製織する。 製品は、発注元の商
社へ納入する。

角前繊維工業株式会社 918-8211 福井県 福井市下中町４８号８０番地 1,904,112 1,904,112 82,911 22.96

500081 神戸市長 650-8570 兵庫県
神戸市中央区加納町６丁目５番
１号

神戸市長 久
元喜造

他に分類され
ないサービス
業

生鮮食料品の卸売の中核拠点として、生産及び流通の
適正かつ健全な運営を図るため、市場を開設し、業務の
運営及び施設の管理業務を行っている。

神戸市経済観光局中央卸
売市場運営本部東部市場

658-0023 兵庫県
神戸市東灘区深江浜町１番地
の１

6,570,593 18,830,225 2,148,558 8.76

500081 神戸市長 650-8570 兵庫県
神戸市中央区加納町６丁目５番
１号

神戸市長 久
元喜造

他に分類され
ないサービス
業

生鮮食料品の卸売の中核拠点として、生産及び流通の
適正かつ健全な運営を図るため、市場を開設し、業務の
運営及び施設の管理業務を行っている。

神戸市経済観光局中央卸
売市場運営本部本場

652-0844 兵庫県
神戸市兵庫区中之島１丁目１番
４号

12,259,632 18,830,225 2,148,558 8.76

500082 辰巳織布株式会社 596-0827 大阪府 岸和田市上松町３丁目８番５号
代表取締役
辰巳雅美

綿・スフ織物
業

エアージェットルーム（圧縮空気を利用した自動織機）を
用いて衣料用生地を主に生産している。

辰巳織布株式会社 596-0827 大阪府 岸和田市上松町３丁目８番５号 4,467,741 4,467,741 504,650 8.85

500083 庄福工業株式会社 596-0808 大阪府 岸和田市三田町９５２
代表取締役
永野隆彰

化学繊維製造
業

電気ヒーターを用いて溶解した樹脂を冷却延伸して巻縮
をつけて各種カーペット用の糸の製造をし、加工を行う。
製糸した糸を織機で織り上げラミネートクロスやカーペッ
トの素材である基布の製造を行う。製造物は国内のカー
ペット及びラミネートクロスメーカー等に出荷している。

庄福工業株式会社 596-0808 大阪府 岸和田市三田町９５２ 1,311,155 4,076,160 677,226 6.01

500083 庄福工業株式会社 596-0808 大阪府 岸和田市三田町９５２
代表取締役
永野隆彰

化学繊維製造
業

電気ヒーターを用いて溶解した樹脂を冷却延伸して巻縮
をつけて各種カーペット用の糸の製造をし、加工を行う。
製糸した糸を織機で織り上げラミネートクロスやカーペッ
トの素材である基布の製造を行う。製造物は国内のカー
ペット及びラミネートクロスメーカー等に出荷している。

庄福工業株式会社ミズホ
工場

889-4601 宮崎県 都城市山田町山田４８２１ 2,765,005 4,076,160 677,226 6.01

500084 日東粉化工業株式会社 555-0001 大阪府 大阪市西淀川区佃７－２－１２
代表取締役社
長 藤井克之

鉱物・土石粉
砕等処理業

石灰石を粗粉砕、微粉砕、分級することにより各種重質
炭酸カルシウム製品を製造している。製品はプラスチッ
ク、建材、塗料、ゴムメーカー等に出荷されている。

東城工場 729-5125 広島県 庄原市東城町川西１４４８番地１ 9,715,536 18,486,035 2,554,385 7.23

500084 日東粉化工業株式会社 555-0001 大阪府 大阪市西淀川区佃７－２－１２
代表取締役社
長 藤井克之

鉱物・土石粉
砕等処理業

石灰石を粗粉砕、微粉砕、分級することにより各種重質
炭酸カルシウム製品を製造している。製品はプラスチッ
ク、建材、塗料、ゴムメーカー等に出荷されている。

下滝工場 729-5124 広島県
庄原市東城町東城大字久代太
室

1,355,484 18,486,035 2,554,385 7.23

500084 日東粉化工業株式会社 555-0001 大阪府 大阪市西淀川区佃７－２－１２
代表取締役社
長 藤井克之

鉱物・土石粉
砕等処理業

石灰石を粗粉砕、微粉砕、分級することにより各種重質
炭酸カルシウム製品を製造している。製品はプラスチッ
ク、建材、塗料、ゴムメーカー等に出荷されている。

福島工場 963-3602 福島県
田村市滝根町神俣字五林平３
番地

4,549,109 18,486,035 2,554,385 7.23

500084 日東粉化工業株式会社 555-0001 大阪府 大阪市西淀川区佃７－２－１２
代表取締役社
長 藤井克之

鉱物・土石粉
砕等処理業

石灰石を粗粉砕、微粉砕、分級することにより各種重質
炭酸カルシウム製品を製造している。製品はプラスチッ
ク、建材、塗料、ゴムメーカー等に出荷されている。

鈴鹿工場 519-0271 三重県 鈴鹿市西庄内町５１２７ 2,134,652 18,486,035 2,554,385 7.23

500085 福井冷蔵株式会社 910-0837 福井県 福井市高柳２丁目１９０３番地
代表取締役社
長 正藤喜久
雄

冷蔵倉庫業 冷凍貨物の入庫・出庫・保管 開発工場 910-0843 福井県 福井市西開発４丁目２０７番地 1,275,526 2,455,006 223,218 10.99

500085 福井冷蔵株式会社 910-0837 福井県 福井市高柳２丁目１９０３番地
代表取締役社
長 正藤喜久
雄

冷蔵倉庫業 冷凍貨物の入庫・出庫・保管 本社工場 910-0837 福井県 福井市高柳２丁目１９０３番地 1,179,480 2,455,006 223,218 10.99

500086 大阪東部冷蔵株式会社 546-0001 大阪府
大阪市東住吉区今林３丁目１番
５０号

代表取締役社
長 蜂谷正弘

冷蔵倉庫業
低温装置を施した倉庫に物品を保管することを業とする
事業所をいう。

大阪東部冷蔵株式会社 546-0001 大阪府
大阪市東住吉区今林３丁目１番
５０号

1,560,299 1,560,299 244,807 6.37

500087 株式会社田中鋳造所 596-0013 大阪府 岸和田市臨海町２０－１
代表取締役社
長 田中豪

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、
成形・冷却することで各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は国内の産業機械メーカーなど様々な事業者に出荷
している。

株式会社田中鋳造所 596-0013 大阪府 岸和田市臨海町２０－１ 4,484,606 4,484,606 614,870 7.29

500088
株式会社日本管財環境
サービス

662-0911 兵庫県 西宮市池田町９番７号
代表取締役社
長 降矢 直樹

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・及びポンプ
場等の運転維持管理業務

西宮事業所（枝川） 663-8143 兵庫県 西宮市枝川町２０番１２８号 8,189,421 33,781,733 3,419,407 9.87

500088
株式会社日本管財環境
サービス

662-0911 兵庫県 西宮市池田町９番７号
代表取締役社
長 降矢 直樹

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・及びポンプ
場等の運転維持管理業務

西宮事業所（甲子園浜） 663-8155 兵庫県 西宮市甲子園浜１丁目８番 8,994,620 33,781,733 3,419,407 9.87

500088
株式会社日本管財環境
サービス

662-0911 兵庫県 西宮市池田町９番７号
代表取締役社
長 降矢 直樹

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・及びポンプ
場等の運転維持管理業務

西宮事業所（鳴尾浜） 663-8142 兵庫県 西宮市鳴尾浜３丁目１５番 2,097,071 33,781,733 3,419,407 9.87
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500088
株式会社日本管財環境
サービス

662-0911 兵庫県 西宮市池田町９番７号
代表取締役社
長 降矢 直樹

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・及びポンプ
場等の運転維持管理業務

武庫川上流事業所 651-1503 兵庫県 神戸市北区道場町生野字飛瀬 9,944,366 33,781,733 3,419,407 9.87

500088
株式会社日本管財環境
サービス

662-0911 兵庫県 西宮市池田町９番７号
代表取締役社
長 降矢 直樹

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・及びポンプ
場等の運転維持管理業務

赤磐事業所 709-0815 岡山県 赤磐市立川３７３－１ 1,469,376 33,781,733 3,419,407 9.87

500088
株式会社日本管財環境
サービス

662-0911 兵庫県 西宮市池田町９番７号
代表取締役社
長 降矢 直樹

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・及びポンプ
場等の運転維持管理業務

伊集院事業所 899-2521 鹿児島県 日置市伊集院町大田２５９番地 1,115,448 33,781,733 3,419,407 9.87

500089 大東衛生株式会社 537-0014 大阪府
大阪市東成区大今里西１－１９
－３８

代表取締役
渡部敏弘

プラスチック成
形材料製造業

“その他容器包装プラスチック類”を選別、破砕、洗浄、
脱水、乾燥を行い、プラスチック原料を製造する。その原
料をプラスチック成形メーカーに販売、または自社のプラ
スチック成形材料に使用する。

ＥＡＳＴ－Ｄ 578-0921 大阪府 東大阪市水走４－９－８ 4,404,079 4,404,079 348,413 12.64

500090 神戸熱供給 株式会社 651-0073 兵庫県
神戸市中央区脇浜海岸通１丁
目５番１号

代表取締役社
長 和田本章

熱供給業
ヒートポンプ・冷凍設備・ボイラ等により製造した冷水・温
水を導管により、神戸市中央区の神戸東部新都心地域
の需要家に、熱エネルギーとして供給・販売している。

神戸熱供給 株式会社 651-0073 兵庫県
神戸市中央区脇浜海岸通１丁
目５番１号

3,248,213 3,248,213 404,359 8.03

500091 三宝化成工業株式会社 564-0063 大阪府 吹田市江坂町１丁目７番１号
代表取締役
奥淳司

プラスチック製
容器製造業

もずくや豆腐を入れる食品トレーやコンビニ用のドリ ンク
カップなどのプラスチック容器を製造している。

松江工場 690-1401 島根県
松江市八束町江島１１２８－１０
８

16,553,360 16,553,360 2,748,917 6.02

500092
カネカソーラーテック株
式会社

668-0831 兵庫県 豊岡市神美台１５７－７４
代表取締役社
長 清水良

その他の電気
機械器具製造
業

太陽電池の製造及び販売 本社工場 668-0831 兵庫県 豊岡市神美台１５７－７４ 36,423,860 36,423,860 6,335,769 5.74

500093 株式会社 民テックス 913-0004 福井県
坂井市三国町平山２７字大稲場
２－１０

代表取締役
林宏明

その他の織物
業

自動織機を用いて、合成繊維（特にポリエステル長繊
維）の織物の製造を行っている。収入の形態は賃加工で
ある。

株式会社民テックス 913-0004 福井県
坂井市三国町平山２７字大稲場
２－１０

1,331,178 1,331,178 172,135 7.73

500094 東大阪冷蔵（株） 578-0965 大阪府 東大阪市本庄西１－８－３４
代表取締役
柴村恭弘

冷蔵倉庫業 冷凍食品等の保管 東大阪冷蔵 578-0965 大阪府 東大阪市本庄西１－８－３４ 1,096,280 1,096,280 180,860 6.06

500095
オ－・エ－・ピ－熱供給
株式会社

530-6004 大阪府
大阪市北区天満橋一丁目８番３
０号ＯＡＰタワー４階

取締役社長
金野満

熱供給業

当社エネルギーセンターにおいて、集中的に製造された
冷水・温水・蒸気等の熱媒体を地域配管を通して「大阪
アメニティパーク（通称、ＯＡＰ）」地域内の複数の需要家
へ供給し、冷房・暖房・給湯等を行っている。

エネルギーセンター 530-0042 大阪府
大阪市北区天満橋一丁目８番６
０号

7,129,452 7,129,452 1,175,985 6.06

500096 泉北酸素株式会社 592-0001 大阪府 高石市高砂一丁目５番地
代表取締役社
長 中村英己

圧縮ガス・液
化ガス製造業

圧縮ガス・液化ガスの製造・販売 泉北酸素㈱泉北工場 592-0001 大阪府 高石市高砂一丁目５番地 22,804,920 22,804,920 1,345,733 16.94

500097 株式会社亀山鋳造所 671-1502 兵庫県 揖保郡太子町原５１９
代表取締役
亀山佳裕

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄、スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製品は
国内外の自動車プレス金型メーカーなど様々な事業所
に出荷している。

株式会社亀山鋳造所 671-1502 兵庫県 揖保郡太子町原５１９番地 6,186,710 6,186,710 1,005,933 6.15

500098 株式会社ＯＧＣＴＳ 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町三丁目５
番１１号

代表取締役
鈴木宏育

熱供給業
都市ガス、電気を用いて冷水・温水・蒸気を熱供給地域
内の事務所や商業ビルなどに空調用熱源として供給し
ている。

千里エネルギーセンター 560-0083 大阪府 豊中市新千里西町１－２－１ 9,393,000 36,391,839 6,303,399 5.77

500098 株式会社ＯＧＣＴＳ 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町三丁目５
番１１号

代表取締役
鈴木宏育

熱供給業
都市ガス、電気を用いて冷水・温水・蒸気を熱供給地域
内の事務所や商業ビルなどに空調用熱源として供給し
ている。

泉北エネルギーセンター
泉ヶ丘プラント

590-0115 大阪府 堺市南区茶山台１－１－１ 3,306,725 36,391,839 6,303,399 5.77

500098 株式会社ＯＧＣＴＳ 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町三丁目５
番１１号

代表取締役
鈴木宏育

熱供給業
都市ガス、電気を用いて冷水・温水・蒸気を熱供給地域
内の事務所や商業ビルなどに空調用熱源として供給し
ている。

神戸ハーバーランドエネル
ギーセンター

650-0044 兵庫県
神戸市中央区東川崎町１－８－
２

12,911,140 36,391,839 6,303,399 5.77

500098 株式会社ＯＧＣＴＳ 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町三丁目５
番１１号

代表取締役
鈴木宏育

熱供給業
都市ガス、電気を用いて冷水・温水・蒸気を熱供給地域
内の事務所や商業ビルなどに空調用熱源として供給し
ている。

弁天町エネルギーセンター 552-0007 大阪府
大阪市港区弁天１－２－２－３０
０号

4,987,626 36,391,839 6,303,399 5.77

500098 株式会社ＯＧＣＴＳ 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町三丁目５
番１１号

代表取締役
鈴木宏育

熱供給業
都市ガス、電気を用いて冷水・温水・蒸気を熱供給地域
内の事務所や商業ビルなどに空調用熱源として供給し
ている。

六甲アイランドエネルギー
センター

658-0032 兵庫県
神戸市東灘区向洋町中２－１０
六甲アイランドビルＢ１Ｆ

2,800,252 36,391,839 6,303,399 5.77

500098 株式会社ＯＧＣＴＳ 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町三丁目５
番１１号

代表取締役
鈴木宏育

熱供給業
都市ガス、電気を用いて冷水・温水・蒸気を熱供給地域
内の事務所や商業ビルなどに空調用熱源として供給し
ている。

奈良三条エネルギーセン
ター

630-8122 奈良県 奈良市三条本町８－１ 1,963,853 36,391,839 6,303,399 5.77

500099
関西電気冶金工業株式
会社

532-0001 大阪府
大阪市淀川区十八条２丁目４番
３９号

代表取締役
八多幸夫

金属熱処理業
金属部品を電気炉で所定時間加熱し焼入れすることで
部品の強度を上げる。

滋賀工場 520-3222 滋賀県 湖南市吉永３５５－４ 2,205,202 2,990,270 358,449 8.34

500100
株式会社浅田可鍛鋳鉄
所

620-0853 京都府
福知山市長田野町１丁目２９番
地

代表取締役
浅田博史

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄・スクラップを鋳型に注ぎ、
冷却・成形することで各種鋳物製品を製造する。製造物
は国内外の自動車メーカーをはじめ、様々な産業機器
メーカーに供給している。

本社工場 620-0853 京都府
福知山市長田野町１丁目２９番
地

28,901,847 28,901,847 4,353,924 6.63

500101 坪金織物株式会社 919-0527 福井県 坂井市坂井町下兵庫２９９－１
代表取締役社
長 坪井良彰

絹・人絹織物
業

合繊長繊維の原糸（ナイロン ポリエステル原糸）を、
ウォータージェットルーム織機で製織する 取引形態は主
に原糸（原材料）を支給してもらう委託加工

本社工場 919-0527 福井県 坂井市坂井町下兵庫２９９－１ 2,678,016 2,678,016 230,493 11.61

500102 原田商事株式会社 919-0526 福井県
坂井市坂井町上兵庫４０号７番
地

取締役会長
原田幹也

その他の織物
業

原糸の支給を受け、発注設計に基づく受託加工を主とす
る業務。 又、一部原糸の購入をし、発注設計に基づく受
託加工も行う。

原田商事㈱坂井工場 919-0526 福井県
坂井市坂井町上兵庫４０号７番
地

6,189,948 6,189,948 460,298 13.44

500103 光アスコン株式会社 612-8244 京都府
京都市伏見区横大路千両松町
７８番地

代表取締役
喜多川光世

他に分類され
ないその他の
製造業

産業廃棄物である廃プラスチック類、紙くず等を原料とし
て、石炭の代替燃料となるＲＰＦを製造する。

RPFセンター 612-8244 京都府
京都市伏見区横大路千両松町
７８

2,344,740 2,344,740 298,443 7.85
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500104
朝日熱処理工業株式会
社

572-0075 大阪府 寝屋川市葛原２－９－１
代表取締役社
長 村田茂

金属熱処理業
精密機械構成部品に対する金属熱処理・表面処理の受
託加工を行う。

本社 572-0075 大阪府 寝屋川市葛原２－９－１ 2,442,852 2,442,852 432,335 5.65

500105 京都府 602-8570 京都府
京都市上京区下立売通新町西
入薮ノ内町

京都府知事
西脇隆俊

工業用水道業
長田野工業団地及び綾部工業団地の立地企業に対して
工業用水を供給している。

京都府公営企業管理事務
所

620-0804 京都府 福知山市字石原１１５８ 2,245,813 2,484,395 331,267 7.49

500106 ＳＥＣカーボン株式会社 661-0976 兵庫県 尼崎市潮江１丁目２番６号
代表取締役社
長 中島耕

炭素質電極製
造業

石油・石炭コークス等の原料を煉り合せ、成形・焼成し、
電気炉にて超高温で黒鉛化、これを製品形状に加工し
炭素質電極の製造を行う。 製造物は、国内外の電炉
メーカーに出荷している。

京都工場 620-0853 京都府
福知山市長田野町３丁目２６番
地

212,341,751 212,539,792 13,808,933 15.39

500107 松文産業株式会社 911-0803 福井県 勝山市旭町１丁目１番５６号
代表取締役社
長 小泉信太
郎

かさ高加工糸
製造業

ポリエステル糸の加工 栗東工場 520-3013 滋賀県 栗東市目川６１１ 6,807,553 6,807,553 475,312 14.32

500108 オムロン株式会社 600-8530 京都府
京都市下京区塩小路通堀川東
入南不動堂町８０１番地

代表取締役社
長 山田義仁

集積回路製造
業

他社より、半導体製造に使用されるシリコン ウエハーを
購入し、当事業所において集積回路製造及び集積回路
を使った製品の組み立てを行っている。

野洲事業所 520-2362 滋賀県 野洲市市三宅６８６－１ 41,148,897 41,148,897 6,673,524 6.16

500109 浪速工業株式会社 573-1132 大阪府
枚方市招提田近３丁目２２番地
１

代表取締役
松原潔

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄およびスクラップ等を鋳型
に注ぎ、冷却・整形することで、各種銑鉄鋳物製品の製
造を行う。製造物は、産業機械メーカー等、様々な事業
者に出荷している。

浪速工業株式会社 573-1132 大阪府
枚方市招提田近３丁目２２番地
１

2,895,447 2,895,447 421,115 6.87

500110 大阪市中央卸売市場 553-0005 大阪府 大阪市福島区野田１－１－８６
大阪市長 吉
村洋文

他に分類され
ないサービス
業

生鮮食料品の基幹的な流通機構として、集荷機能、分
荷機能、価格形成機能、決済機能、情報機能を担い、市
場施設の維持管理と業務運営の指導監督にあたってい
る。

大阪市中央卸売市場南港
市場

559-0032 大阪府
大阪市住之江区南港南５－２－
４８

7,701,204 69,333,245 8,249,485 8.40

500110 大阪市中央卸売市場 553-0005 大阪府 大阪市福島区野田１－１－８６
大阪市長 吉
村洋文

他に分類され
ないサービス
業

生鮮食料品の基幹的な流通機構として、集荷機能、分
荷機能、価格形成機能、決済機能、情報機能を担い、市
場施設の維持管理と業務運営の指導監督にあたってい
る。

大阪市中央卸売市場東部
市場

546-0001 大阪府
大阪市東住吉区今林１－２－６
８

16,041,074 69,333,245 8,249,485 8.40

500110 大阪市中央卸売市場 553-0005 大阪府 大阪市福島区野田１－１－８６
大阪市長 吉
村洋文

他に分類され
ないサービス
業

生鮮食料品の基幹的な流通機構として、集荷機能、分
荷機能、価格形成機能、決済機能、情報機能を担い、市
場施設の維持管理と業務運営の指導監督にあたってい
る。

大阪市中央卸売市場本場 553-0005 大阪府 大阪市福島区野田１－１－８６ 45,590,967 69,333,245 8,249,485 8.40

500111 稲山織物株式会社 912-0053 福井県 大野市春日６４－５０
代表取締役
稲山幹夫

その他の織物
業

原糸を買い付け、もしくは支給を受け、撚糸、整経、サイ
ジング等の工程を経て織物に製織する。用途はスポーツ
衣料、ユニフォーム衣料、婦人衣料、紳士衣料で、製造
物は後工程である織物加工場等へ出荷している。

本社工場 912-0053 福井県 大野市春日６４－５０ 6,731,136 6,731,136 411,833 16.34

500112 株式会社ＴＦＣ 914-0141 福井県 敦賀市莇生野３４－２３－２
代表取締役
藤澤浩

プラスチック
フィルム製造
業

光学フィルム等の製造、加工 本社 914-0141 福井県 敦賀市莇生野３４－２３－２ 7,765,452 7,765,452 866,746 8.95

500113
北陸エア・ケミカルズ株
式会社

530-0047 大阪府
大阪市北区西天満４丁目８番１
７号

代表取締役
橋本敏明

圧縮ガス・液
化ガス製造業

大型の深冷分離装置より、酸素･窒素を含む空気を冷や
し手液化し、それぞれの沸点の差を利用して液化酸素お
よび液化窒素の製造を行う。製造物は国内の自動車
メーカー、半導体メーカー等、様々な事業所に出荷して
いる。

敦賀事務所 914-0045 福井県 敦賀市古田刈３０番地 24,111,830 24,111,830 448,186 53.79

500114 株式会社スプレッド 600-8815 京都府
京都市下京区中堂寺粟田町９０
番地 ＫＲＰ８号館

代表取締役
稲田信二

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

農作物の生産・加工及び販売 亀岡プラント 621-0806 京都府 亀岡市余部町蚊又５４番地 10,144,747 10,144,747 813,372 12.47

500115 阪神水道企業団 658-0073 兵庫県
神戸市東灘区西岡本３丁目２０
番１号

企業長 谷本
光司

上水道業

阪神水道企業団は、神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市、
宝塚市の５つの市により構成され、淀川から取水した水
を上水処理し、各々の構成市へ、水道用水を供給してい
る。

淀川取水場 532-0011 大阪府
大阪市淀川区西中島２丁目１番
２７号

12,528,691 165,591,546 19,325,026 8.56

500115 阪神水道企業団 658-0073 兵庫県
神戸市東灘区西岡本３丁目２０
番１号

企業長 谷本
光司

上水道業

阪神水道企業団は、神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市、
宝塚市の５つの市により構成され、淀川から取水した水
を上水処理し、各々の構成市へ、水道用水を供給してい
る。

尼崎浄水場 661-0012 兵庫県
尼崎市南塚口町４丁目５番６５
号

12,694,732 165,591,546 19,325,026 8.56

500115 阪神水道企業団 658-0073 兵庫県
神戸市東灘区西岡本３丁目２０
番１号

企業長 谷本
光司

上水道業

阪神水道企業団は、神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市、
宝塚市の５つの市により構成され、淀川から取水した水
を上水処理し、各々の構成市へ、水道用水を供給してい
る。

西宮ポンプ場 662-0863 兵庫県 西宮市室川町２番３２号 13,117,238 165,591,546 19,325,026 8.56

500115 阪神水道企業団 658-0073 兵庫県
神戸市東灘区西岡本３丁目２０
番１号

企業長 谷本
光司

上水道業

阪神水道企業団は、神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市、
宝塚市の５つの市により構成され、淀川から取水した水
を上水処理し、各々の構成市へ、水道用水を供給してい
る。

大道取水場 533-0012 大阪府
大阪市東淀川区大道南２丁目９
番２０号

20,449,510 165,591,546 19,325,026 8.56

500115 阪神水道企業団 658-0073 兵庫県
神戸市東灘区西岡本３丁目２０
番１号

企業長 谷本
光司

上水道業

阪神水道企業団は、神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市、
宝塚市の５つの市により構成され、淀川から取水した水
を上水処理し、各々の構成市へ、水道用水を供給してい
る。

猪名川浄水場 661-0951 兵庫県 尼崎市田能５丁目１１番１号 36,948,990 165,591,546 19,325,026 8.56

500115 阪神水道企業団 658-0073 兵庫県
神戸市東灘区西岡本３丁目２０
番１号

企業長 谷本
光司

上水道業

阪神水道企業団は、神戸市、西宮市、尼崎市、芦屋市、
宝塚市の５つの市により構成され、淀川から取水した水
を上水処理し、各々の構成市へ、水道用水を供給してい
る。

甲東ポンプ場 663-8003 兵庫県 西宮市上大市３丁目２番５３号 69,255,420 165,591,546 19,325,026 8.56

500116 奈良県 630-8501 奈良県 奈良市登大路町３０番地
奈良県知事
荒井正吾

下水道処理施
設維持管理業

奈良県流域下水道の建設並びに管理及び運営 奈良県浄化センター 639-1035 奈良県 大和郡山市額田部南町１６０ 40,119,110 62,326,892 10,115,950 6.16
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500116 奈良県 630-8501 奈良県 奈良市登大路町３０番地
奈良県知事
荒井正吾

下水道処理施
設維持管理業

奈良県流域下水道の建設並びに管理及び運営 奈良県第二浄化センター 635-0805 奈良県 北葛城郡広陵町萱野４６０ 16,365,602 62,326,892 10,115,950 6.16

500116 奈良県 630-8501 奈良県 奈良市登大路町３０番地
奈良県知事
荒井正吾

下水道処理施
設維持管理業

奈良県流域下水道の建設並びに管理及び運営
奈良県宇陀川浄化セン
ター

633-0204 奈良県 宇陀市榛原福地２８－１ 1,946,540 62,326,892 10,115,950 6.16

500116 奈良県 630-8501 奈良県 奈良市登大路町３０番地
奈良県知事
荒井正吾

下水道処理施
設維持管理業

奈良県流域下水道の建設並びに管理及び運営
奈良県吉野川浄化セン
ター

637-0071 奈良県 五條市二見５丁目１３１４ 2,561,900 62,326,892 10,115,950 6.16

500117
マルイテキスタイル株式
会社

916-0054 福井県 鯖江市舟津町１丁目４番１１号
代表取締役社
長 辻裏隆徳

繊維工業 各種サイジング・織物・かさ高加工糸の企画・製造・販売 舟津工場 916-0054 福井県 鯖江市舟津町１丁目４番１１号 2,735,572 5,939,656 970,335 6.12

500117
マルイテキスタイル株式
会社

916-0054 福井県 鯖江市舟津町１丁目４番１１号
代表取締役社
長 辻裏隆徳

繊維工業 各種サイジング・織物・かさ高加工糸の企画・製造・販売 当田工場 916-0065 福井県 鯖江市当田町４号１番地 3,204,084 5,939,656 970,335 6.12

500118 株式会社中日本冷蔵 554-0012 大阪府
大阪市此花区西九条１丁目１番
２０号

代表取締役社
長 藤林源冶

冷蔵倉庫業

お客様の冷凍･冷蔵した食品（主に冷凍食品）を入庫予
定に基づき、当社の冷蔵倉庫に入庫します。お客様から
の出庫の依頼があるまで冷凍・冷蔵した状態を保ち保管
をします。出庫依頼があれば、依頼に基づき出庫しま
す。お客様は中央卸売市場の仲買人、食品卸問屋、食
品メーカーが主です。事業の売上としては入庫時に荷役
料と保管料があります。

舞洲センター 554-0041 大阪府
大阪市此花区北港白津１丁目７
番５２号

2,823,917 5,303,358 740,281 7.16

500118 株式会社中日本冷蔵 554-0012 大阪府
大阪市此花区西九条１丁目１番
２０号

代表取締役社
長 藤林源冶

冷蔵倉庫業

お客様の冷凍･冷蔵した食品（主に冷凍食品）を入庫予
定に基づき、当社の冷蔵倉庫に入庫します。お客様から
の出庫の依頼があるまで冷凍・冷蔵した状態を保ち保管
をします。出庫依頼があれば、依頼に基づき出庫しま
す。お客様は中央卸売市場の仲買人、食品卸問屋、食
品メーカーが主です。事業の売上としては入庫時に荷役
料と保管料があります。

本社センター 554-0012 大阪府
大阪市此花区西九条１丁目１番
２０号

2,479,441 5,303,358 740,281 7.16

500119
株式会社アクティヴィジョ
ン

556-0021 大阪府
大阪市浪速区幸町１－３－１９
昭和綜合管理ビル７階

代表取締役
牛窪康貴

ボウリング場
同一施設内でボウリング・カラオケ・アミューズメント等の
総合アミューズメント事業を全て自社で運営している。

ユーズボウル北九州 807-0831 福岡県
北九州市八幡西区則松５－７－
２５

1,075,879 3,983,203 534,900 7.44

500120 白浜町水道事業 649-2331 和歌山県 西牟婁郡白浜町平９５６番地
白浜町長 井
澗誠

上水道業
取水ポンプや送水ポンプを用いて、地下水を汲み上げて
上水道水にして、供給を行っている。

平浄水場 649-2331 和歌山県
西牟婁郡白浜町平９５６番地・１
４１７番地

3,330,285 6,144,065 557,792 11.01

500120 白浜町水道事業 649-2331 和歌山県 西牟婁郡白浜町平９５６番地
白浜町長 井
澗誠

上水道業
取水ポンプや送水ポンプを用いて、地下水を汲み上げて
上水道水にして、供給を行っている。

富田浄水場 649-2332 和歌山県
西牟婁郡白浜町栄４０番地・８５
８番地の１

1,737,658 6,144,065 557,792 11.01

500121
奈良新県営プールＰＦＩ
株式会社

630-8241 奈良県 奈良市高天町３８－３
代表取締役
佐々木晃

スポーツ施設
提供業（別掲
を除く）

奈良県の指定管理者として施設の運営管理を行い、県
民にスポーツ施設の提供を行っている。

まほろば健康パーク 639-1126 奈良県 大和郡山市宮堂町３１０番地 2,391,886 2,391,886 371,329 6.44

500122 ローム滋賀株式会社 520-0833 滋賀県 大津市晴嵐２－８－１
代表取締役社
長 安芸康夫

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

ディスクリート半導体の製造 ローム滋賀 520-0833 滋賀県 大津市晴嵐２－８－１ 40,911,100 40,911,100 2,041,053 20.04

500123 株式会社リバース 590-0526 大阪府 泉南市男里４－３３－７
代表取締役社
長 谷マリ子

その他のパル
プ・紙・紙加工
品製造業

古紙100％を原料としてトイレットペーパーを製造。これま
で再生が困難で、製紙産業が使用しなかった難処理古
紙も原料とし、トイレットペーパーを製造している。

株式会社リバース 590-0526 大阪府 泉南市男里４－３３－７ 20,053,340 20,053,340 3,146,331 6.37

500124
山陽エア・ケミカルズ株
式会社

530-0047 大阪府
大阪市北区西天満四丁目８番１
７号

代表取締役
橋本敏明

圧縮ガス・液
化ガス製造業

大型の深冷分離装置により、酸素・窒素を含む空気を冷
やして液化し、それぞれの沸点差を利用して液化酸素・
液化窒素及びガス窒素の製造を行う。製造物は、国内
の化学メーカー、半導体メーカー等、様々な事業所に出
荷している。

大竹工場 739-0601 広島県 大竹市東栄二丁目１番２１号 35,901,849 35,901,849 650,633 55.17

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

村野浄水場 573-0014 大阪府 枚方市村野高見台７－２ 118,578,310 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

第３（泉原）ポンプ場 568-0097 大阪府 茨木市大字泉原１４１－３ 1,179,196 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

四條畷ポンプ場 575-0033 大阪府 四條畷市美田町６－１ 1,175,820 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

枚岡ポンプ場 579-8056 大阪府 東大阪市若草町８－２５ 7,540,700 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

藤井寺ポンプ場 583-0001 大阪府 藤井寺市川北１丁目 31,149,757 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

美陵ポンプ場 583-0014 大阪府 藤井寺市野中１丁目１１０ 21,652,579 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

狭山ポンプ場 589-0003 大阪府
大阪狭山市東野東１丁目３２－
１

13,413,710 380,281,913 41,970,800 9.06
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500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

富田林ポンプ場 584-0028 大阪府 富田林市中野町西１丁目 29,018,060 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

磯島取水場 573-1188 大阪府 枚方市磯島北町４０－１ 67,459,160 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

庭窪浄水場 570-0009 大阪府 守口市大庭町２丁目３０－１８ 24,713,980 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

三島浄水場 566-0043 大阪府 摂津市一津屋３丁目１－１ 14,983,227 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

万博公園浄水施設 565-0826 大阪府 吹田市千里万博公園５－３ 22,264,850 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

郡家ポンプ場 569-1136 大阪府 高槻市郡家新町４２－２ 9,315,151 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

小野原ポンプ場 562-0024 大阪府 箕面市粟生新家３丁目２ 3,804,400 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

高槻ポンプ場 569-0047 大阪府 高槻市堤町２ー１ 2,718,247 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

第２（佐保）ポンプ場 568-0095 大阪府 茨木市佐保１１２４ 1,354,546 380,281,913 41,970,800 9.06

500125 大阪広域水道企業団 540-0012 大阪府
大阪市中央区谷町２丁目３－１
２

企業長 竹山
修身

上水道業
河川から表流水を取水し、各浄水場において浄水処理
したのち、ポンプ場を経由し、大阪府内の４２市町村（構
成団体）に対して水道用水の供給を行っている。

第１（彩都）ポンプ場 567-0085 大阪府 茨木市彩都あさぎ４丁目 1,384,830 380,281,913 41,970,800 9.06

500126 山陽電気鉄道株式会社 653-0843 兵庫県
神戸市長田区御屋敷通３丁目１
番１号

山陽電気鉄道
株式会社 取
締役社長 上
門一裕

普通鉄道業
神戸市（西代駅）から姫路市（山陽姫路駅及び山陽網干
駅までの間において、鉄道事業を行っています。

山陽電気鉄道株式会社 653-0843 兵庫県
神戸市長田区御屋敷通３丁目１
番１号

81,262,640 81,262,640 13,722,398 5.92

500127 大阪金属株式会社 592-0001 大阪府 高石市高砂３丁目３０番地
代表取締役
阪口新太郎

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄、スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造品
は、国内メーカーへ、農業機械用、建設機械用、産業機
械用に出荷している。

本社 592-0001 大阪府 高石市高砂３丁目３０番地 3,194,849 3,194,849 504,132 6.33

500128
株式会社日本電気化学
工業所

560-0036 大阪府
豊中市蛍池西町２丁目７番２６
号

代表取締役
倉智春吉

その他の金属
表面処理業

アルミニウム製品の機能性・耐食性・装飾性を高めるこ
とを目的とし、建築・輸送・半導体・ロボットなどあらゆる
分野で使用されているアルミニウム材料に、陽極酸化、
複合皮膜、塗装等の表面処理加工を行っています。

兵庫工場（A棟） 669-3148 兵庫県 丹波市山南町きらら通３０ 2,781,793 23,593,941 3,230,466 7.30

500128
株式会社日本電気化学
工業所

560-0036 大阪府
豊中市蛍池西町２丁目７番２６
号

代表取締役
倉智春吉

その他の金属
表面処理業

アルミニウム製品の機能性・耐食性・装飾性を高めるこ
とを目的とし、建築・輸送・半導体・ロボットなどあらゆる
分野で使用されているアルミニウム材料に、陽極酸化、
複合皮膜、塗装等の表面処理加工を行っています。

兵庫工場（B棟） 669-3148 兵庫県 丹波市山南町きらら通３０ 4,778,134 23,593,941 3,230,466 7.30

500128
株式会社日本電気化学
工業所

560-0036 大阪府
豊中市蛍池西町２丁目７番２６
号

代表取締役
倉智春吉

その他の金属
表面処理業

アルミニウム製品の機能性・耐食性・装飾性を高めるこ
とを目的とし、建築・輸送・半導体・ロボットなどあらゆる
分野で使用されているアルミニウム材料に、陽極酸化、
複合皮膜、塗装等の表面処理加工を行っています。

滋賀工場 520-3223 滋賀県 湖南市夏見１１０１ 11,146,384 23,593,941 3,230,466 7.30

500128
株式会社日本電気化学
工業所

560-0036 大阪府
豊中市蛍池西町２丁目７番２６
号

代表取締役
倉智春吉

その他の金属
表面処理業

アルミニウム製品の機能性・耐食性・装飾性を高めるこ
とを目的とし、建築・輸送・半導体・ロボットなどあらゆる
分野で使用されているアルミニウム材料に、陽極酸化、
複合皮膜、塗装等の表面処理加工を行っています。

関東工場 370-0523 群馬県
邑楽郡大泉町吉田本郷１２１０
－２

4,887,630 23,593,941 3,230,466 7.30

500129
丸尾カルシウム株式会
社

674-0084 兵庫県 明石市魚住町西岡１４５５
代表取締役社
長 源吉嗣郎

鉱物・土石粉
砕等処理業

石灰石を粉砕して細かくし、それを分級することによって
粒子を揃え、白色の微粉末にして製品とする。これは一
般的に重質炭酸カルシウムといい、主に塗料・プラスチッ
ク・ゴムメーカー等に出荷している。

東京工場 300-0331 茨城県
稲敷郡阿見町大字阿見５３９０
－１

3,172,548 3,172,548 505,320 6.27

500130 松田織物有限会社 910-2472 福井県 福井市東河原町２１－３８
代表取締役
松田大

その他の織物
業

衣料用や産業用資材用の合成繊維長繊維織物を製造
し、繊維商社等へ販売

松田織物有限会社工場 910-2472 福井県 福井市東河原町２１－３８ 1,221,753 1,221,753 79,468 15.37

500131 櫻島埠頭株式会社 554-0032 大阪府 大阪市此花区梅町１丁目２番地
代表取締役社
長 平井正博

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵食品の保管及び取扱い
業務部 物流倉庫チーム
冷蔵倉庫

554-0032 大阪府 大阪市此花区梅町１丁目２番地 1,540,036 1,540,036 180,148 8.54

500132 神戸中央冷蔵株式会社 652-0844 兵庫県
神戸市兵庫区中之島２－１－１
０

代表取締役社
長 中川亨

冷蔵倉庫業
株主である中央卸売市場の荷受会社・仲卸会社を主な
得意先とし、早朝より生鮮食品・冷凍食品等の入出庫・
保管作業を行っている。

本社 652-0844 兵庫県
神戸市兵庫区中之島２丁目１番
１０号

2,344,325 5,979,072 516,500 11.57

500132 神戸中央冷蔵株式会社 652-0844 兵庫県
神戸市兵庫区中之島２－１－１
０

代表取締役社
長 中川亨

冷蔵倉庫業
株主である中央卸売市場の荷受会社・仲卸会社を主な
得意先とし、早朝より生鮮食品・冷凍食品等の入出庫・
保管作業を行っている。

東部支社 658-0023 兵庫県 神戸市東灘区深江浜町１番１号 2,521,004 5,979,072 516,500 11.57
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500132 神戸中央冷蔵株式会社 652-0844 兵庫県
神戸市兵庫区中之島２－１－１
０

代表取締役社
長 中川亨

冷蔵倉庫業
株主である中央卸売市場の荷受会社・仲卸会社を主な
得意先とし、早朝より生鮮食品・冷凍食品等の入出庫・
保管作業を行っている。

兵庫支社 652-0845 兵庫県 神戸市兵庫区築地町６番１９号 1,113,743 5,979,072 516,500 11.57

500133 永大産業株式会社 559-8658 大阪府
大阪市住之江区平林南２－１０
－６０

代表取締役社
長 大道正人

パーティクル
ボード製造業

木材の小片を主な原材料とし、接着剤で成形熱圧するこ
とによって、密度0.68g/cm3（当該事業所）のボードを生
産する。製造したボードは住宅の内装材等に用いられ
る。

敦賀事業所 914-0825 福井県 敦賀市永大町 21,598,141 29,359,059 4,250,074 6.90

500134 敦賀セメント株式会社 914-8686 福井県 敦賀市泉２号６番地１
代表取締役社
長 藤本朋二

セメント製造
業

石灰石を主原料に粘土及び珪石等を計量混合し、原料
ミルにて粉砕、キルンで焼成しクリンカを生産する。 クリ
ンカに石膏等を添加し、粉砕によりセメントを製造する。
必要に応じスラグ、フライアッシュ等を混同したセメントも
製造する。 セメントは全量太平洋セメント(株)へ販売す
る。（委託生産）

敦賀セメント株式会社 敦
賀工場

914-8686 福井県 敦賀市泉２号６番地１ 76,539,033 76,539,033 3,559,514 21.50

500135 三和熱錬工業株式会社 577-0062 大阪府 東大阪市森河内東１－４－２８
代表取締役
坪屋慎一

金属熱処理業

電気炉を用いての鉄鋼部品など浸炭焼入れ焼戻し作
業。焼入れにより部品の耐摩耗性、耐久性を向上させ
る。仕上がり品は、大手建機メーカー・農機具メーカー・
その他事業者に部材を出荷している。

三和熱錬工業株式会社 577-0062 大阪府 東大阪市森河内東１－４－２８ 1,695,908 1,695,908 236,569 7.16

500136 新関西製鐵株式会社 590-0981 大阪府 堺市堺区塩浜町５番地
代表取締役社
長 田邊寛隆

製鋼・製鋼圧
延業

製鋼について、電気炉を用いて溶解したスクラップを 連
続鋳造機に注ぎ、鋳片（半製品）を製造する。圧延 につ
いて、鋳片を加熱炉にて加熱、所定寸法に圧延 し、
シャー切断にて指定された長さに切断し、結束後 出荷
する。販売市場としては、建築・土木関係、建設 機械、
船舶・金属加工用、橋梁と多岐に渡る。

堺工場 590-0981 大阪府 堺市堺区塩浜町５番地 180,715,510 207,675,507 25,731,024 8.07

500136 新関西製鐵株式会社 590-0981 大阪府 堺市堺区塩浜町５番地
代表取締役社
長 田邊寛隆

製鋼・製鋼圧
延業

製鋼について、電気炉を用いて溶解したスクラップを 連
続鋳造機に注ぎ、鋳片（半製品）を製造する。圧延 につ
いて、鋳片を加熱炉にて加熱、所定寸法に圧延 し、
シャー切断にて指定された長さに切断し、結束後 出荷
する。販売市場としては、建築・土木関係、建設 機械、
船舶・金属加工用、橋梁と多岐に渡る。

星田工場 576-0017 大阪府 交野市星田北４丁目２６番１号 26,959,997 207,675,507 25,731,024 8.07

500137 山陽化学産業株式会社 673-0892 兵庫県 明石市本町１丁目１番２４号
代表取締役
安藤昌廣

石灰製造業

石灰石とコークスを一定の比率で縦窯に投入し焼成を行
う。焼成した石灰石(生石灰)を水と反応させ、消石灰の
水溶液を作る。この水溶液の濃度・温度を調整し、窯で
発生した炭酸ガスを投入して炭酸カルシウム溶液に表
面処理剤を混ぜた物を乾燥粉砕し、製品として出荷す
る。

山陽化学産業株式会社
阿哲工場

718-0013 岡山県 新見市正田１６３ 5,013,492 5,013,492 753,353 6.65

500138 理化工業株式会社 581-0035 大阪府 八尾市西弓削２－６
代表取締役
森嶋勲

金属熱処理業
熱処理炉を用いて、金属部品を加熱、冷却させること
で、硬化、軟化させる受託加工を行っている。

第１・第２・第３工場 581-0035 大阪府 八尾市西弓削２－６ 2,879,292 2,966,046 453,338 6.54

500139 日の丸冷蔵㈱ 672-8022 兵庫県
姫路市白浜町宇佐崎南１丁目６
５－１

代表取締役
梶原成郎

冷蔵倉庫業
水産物、畜産物、冷凍食品等の貨物の冷凍冷蔵保管、
流通加工業務を行っております。

日の丸冷蔵㈱ 672-8022 兵庫県
姫路市白浜町宇佐崎南１丁目６
５－１

1,820,313 1,820,313 269,033 6.76

500140 近江鉄道株式会社 522-8503 滋賀県 彦根市駅東町１５番１
代表取締役社
長 喜多村樹
美男

普通鉄道業 鉄道により旅客又は貨物の輸送を行う事業 普通鉄道業 522-8503 滋賀県 彦根市駅東町１５番１ 8,169,620 8,169,620 1,131,677 7.21

500141 株式会社ＫＯＹＯ熱錬 601-8349 京都府 京都市南区吉祥院池田町３８
代表取締役
杉本卓也

金属熱処理業
電気炉を使用し、自動車、建設機械、航空機部品を加熱
して浸炭処理や焼入処理を行う。

株式会社ＫＯＹＯ熱錬 601-8349 京都府 京都市南区吉祥院池田町３８ 3,669,003 3,669,003 559,533 6.55

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

なわて水みらいセンター 575-0001 大阪府 四條畷市砂７番 5,805,239 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

竜華水みらいセンター 581-0069 大阪府 八尾市龍華町２丁目２－５５ 5,744,777 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

中央水みらいセンター 567-0853 大阪府 茨木市宮島３丁目１－１ 31,037,952 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

高槻水みらいセンター 569-0044 大阪府 高槻市番田２丁目１－１ 27,560,950 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

渚水みらいセンター 573-1147 大阪府 枚方市渚内野４丁目１０－１ 23,773,733 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

鴻池水みらいセンター 578-0978 大阪府 東大阪市北鴻池町１－１８ 37,778,640 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

川俣水みらいセンター 577-0063 大阪府 東大阪市川俣２丁目１－１ 34,336,900 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

今池水みらいセンター 580-0034 大阪府 松原市天美西７丁目２６５－１ 25,118,310 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

大井水みらいセンター 583-0009 大阪府 藤井寺市西大井１丁目４０７－１ 11,328,902 301,605,236 49,019,501 6.15
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500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

狭山水みらいセンター 589-0004 大阪府 大阪狭山市東池尻６丁目１６４７ 9,087,220 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

北部水みらいセンター 595-0814 大阪府 泉北郡忠岡町新浜３丁目 23,553,828 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

大阪南下水汚泥広域処理
場

595-0814 大阪府 泉北郡忠岡町新浜３丁目 27,089,724 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

中部水みらいセンター 597-0094 大阪府 貝塚市二色南町６－１ 8,785,356 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

南部水みらいセンター 590-0535 大阪府 泉南市りんくう南浜１番 4,845,803 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

味舌ポンプ場 566-0023 大阪府 摂津市正雀４丁目１５－１０ 1,310,021 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

摂津ポンプ場 566-0052 大阪府 摂津市鳥飼本町２丁目１３－３１ 1,722,444 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

石津中継ポンプ場 572-0026 大阪府 寝屋川市石津中町２９－１ 2,583,089 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

桑才ポンプ場 571-0034 大阪府 門真市東田町１５－１ 1,291,924 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

小阪ポンプ場 578-0944 大阪府
東大阪市若江西新町１丁目１１
－２１

1,179,339 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

新家ポンプ場 581-0811 大阪府 八尾市新家町１丁目９７ 1,051,693 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

長吉ポンプ場 581-0054 大阪府 八尾市南亀井町３丁目１－５６ 1,443,700 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

寺島ポンプ場 578-0976 大阪府
東大阪市西鴻池町４丁目２－２
０

2,094,754 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

小阪合ポンプ場 581-0019 大阪府 八尾市南小阪合町１丁目２－７ 1,390,543 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

新池島ポンプ場 579-8065 大阪府
東大阪市新池島町４丁目３－３
５

1,162,775 301,605,236 49,019,501 6.15

500142 大阪府 540-8570 大阪府 大阪市中央区大手前二丁目
大阪府知事
松井一郎

下水道処理施
設維持管理業

汚水を処理してきれいな水を放流することにより、河川
や大阪湾の水質改善に大きく寄与するとともに、浸水被
害から街を守っている。

錦郡中継ポンプ場 584-0069 大阪府 富田林市錦織東３丁目１０－５ 1,452,109 301,605,236 49,019,501 6.15

500143 株式会社関西金山鋳造 581-0052 大阪府 八尾市竹渕５－１１８
代表取締役社
長 岸上倫久

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉で溶解した鉄を鋳型に注ぎ、冷却・整形すること
にで、各種鋳物製品の製造を行う。製造品はポンプや工
作機械等を扱う様々な事業者に出荷している。

株式会社関西金山鋳造 581-0052 大阪府 八尾市竹渕５－１１８ 1,109,127 1,109,127 170,098 6.52

500144
株式会社アオイヒート
テック

610-0116 京都府 城陽市奈島川田４７番地
代表取締役
稲垣勝也

金属熱処理業
電気炉を用いて、金属部品を加熱し熱処理加工を行う。
自動車関連部品、自転車部品、各種機械部品、金型、
工具関係の金属製品を加工している。

本社 610-0116 京都府 城陽市奈島川田４７番地 5,156,503 5,156,503 428,496 12.03

500145 富士酸素株式会社 592-8332 大阪府 堺市西区石津西町１２
代表取締役社
長 成田昌信

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷空気分離装置を用いて空気を圧縮、精製、冷却、分
離させ、酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガスの製造を行
う。

富士酸素株式会社 592-8332 大阪府 堺市西区石津西町１２ 119,555,044 119,555,044 1,815,199 65.86

500146 飛田織物株式会社 916-0146 福井県 丹生郡越前町朝日６－３２
代表取締役
飛田広明

絹・人絹織物
業

経糸整経→織物製造→出荷 飛田織物株式会社 916-0146 福井県 丹生郡越前町朝日６－３２ 1,991,484 1,991,484 175,206 11.36

500147 松文産業株式会社 911-0803 福井県 勝山市旭町１丁目１番５６号
代表取締役社
長 小泉信太
郎

絹・人絹織物
業

ポリエステル加工糸による製織 勝山工場 911-0803 福井県 勝山市旭町１丁目１番５６号 15,303,272 27,090,412 3,090,739 8.76

500147 松文産業株式会社 911-0803 福井県 勝山市旭町１丁目１番５６号
代表取締役社
長 小泉信太
郎

絹・人絹織物
業

ポリエステル加工糸による製織 鶴岡工場 997-0346 山形県
鶴岡市上山添字神明前２５０番
地

11,787,140 27,090,412 3,090,739 8.76

500148 大阪製鐵株式会社 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町３丁目６番
１号

代表取締役社
長 岩﨑正樹

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉により鋼塊を製造し、その鋼塊から形鋼、棒鋼等
の鋼材及び鋼片並びに鉄鋼加工製品の製造販売を行
う。

大阪事業所堺工場 590-0901 大阪府 堺市堺区築港八幡町１番地 328,037,900 487,971,000 52,250,822 9.33

500148 大阪製鐵株式会社 541-0045 大阪府
大阪市中央区道修町３丁目６番
１号

代表取締役社
長 岩﨑正樹

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉により鋼塊を製造し、その鋼塊から形鋼、棒鋼等
の鋼材及び鋼片並びに鉄鋼加工製品の製造販売を行
う。

西日本熊本工場 869-0417 熊本県 宇土市境目町３００番地 159,933,100 487,971,000 52,250,822 9.33
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500149 株式会社エヌ・ビー・ワイ 911-0805 福井県 勝山市立川町２丁目２番１２号
代表取締役社
長 山岸亮介

絹・人絹織物
業

織物、編物を受注生産加工している。顧客は主に商社、
メーカーである。

タテカワ工場 911-0805 福井県 勝山市立川町２丁目２番４０号 5,061,960 5,061,960 226,635 22.33

500150 豊島繊維株式会社 910-1134 福井県
吉田郡永平寺町松岡芝原２－４
１

代表取締役
豊島雅之

その他の織物
業

織機、編機を使い繊維製品の製造を行う。織物製品は、
極細繊維を使用し、高密度な織物を国内外向けダウン
ジャケット等の生地として出荷。編物製品は、主に女性
用インナー向けの生地として出荷。

その他の織物業 910-1134 福井県
吉田郡永平寺町松岡芝原２の４
１

5,559,372 5,559,372 962,126 5.77

500151
フロンティアテックス株式
会社

910-0208 福井県 坂井市丸岡町坪江３－６
代表取締役社
長 清水浩久

その他の織物
業

合繊の織物（用途：衣料資材、スポーツ、ユニホーム、寝
装ほか）の生産を撚糸から織布まで一貫して行い、各
メーカーに対して供給している。

本社工場 910-0208 福井県 坂井市丸岡町坪江３－６ 8,419,442 8,419,442 1,167,057 7.21

500152 株式会社カワサ 919-0506 福井県 坂井市坂井町定旨４－４８
代表取締役
河合正悟

絹・人絹織物
業

国内のカーテンブランドメーカー向けの生地の製造販売
および環境美観保全のための生地の製造と国内自動車
メーカー向けのシート生地の製造

絹・人絹織物業 919-0506 福井県 坂井市坂井町定旨４－４８ 2,439,294 2,439,294 225,575 10.81

500153 ヤマトスチール株式会社 671-1133 兵庫県 姫路市大津区吉美３８０番地
代表取締役社
長 小畑克正

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉及び加熱炉を用いH形鋼等の鋼材製造及び国内
外への出荷

ヤマトスチール株式会社本
社工場

671-1133 兵庫県 姫路市大津区吉美３８０番地 314,828,920 314,828,920 44,096,355 7.13

500154 岸和田製鋼株式会社 596-0013 大阪府 岸和田市臨海町２０番地
代表取締役
鞠子重孝

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、連続鋳造機でビ
レットに成型し、それを加熱圧延し異形棒鋼を製造して
いる。製造物は主に国内の建築物に使用されている。

岸和田製鋼株式会社 596-0013 大阪府 岸和田市臨海町２０番地 220,670,023 220,670,023 25,720,172 8.57

500155 有限会社 三恵熱錬 582-0022 大阪府 柏原市国分市場１丁目１０ー４６
代表取締役社
長 九埜修三

金属熱処理業
電気炉を用いて薄板ばねの熱処理を行う。 製品は国内
自動車メーカー等、様々な事業者に出荷している。

有限会社三恵熱錬 582-0022 大阪府 柏原市国分市場１ー１０－４６ 1,802,568 1,802,568 141,948 12.69

500156 和歌山電鐵株式会社 640-0361 和歌山県 和歌山市伊太祈曽７３番地
取締役社長
小嶋光信

普通鉄道業
第1種鉄道事業者として、貴志川線(和歌山～貴志間・
14.3km)における旅客の運送(列車の運行)を行う。

本社（貴志川線） 640-0361 和歌山県 和歌山市伊太祈曽７３番地 2,505,044 2,505,044 367,753 6.81

500157
ケイテー・テクシーノ株式
会社

911-0802 福井県 勝山市昭和町１－１０－１８
代表取締役社
長 滝川聡司

絹・人絹織物
業

合成繊維に撚りをかける撚糸またはヒータを使う仮撚り
等の高次加工を行い製織に使用する経糸・緯糸を作り、
圧縮空気を使うエアージェット織機、水を使うウォーター
ジェット織機で生機を製造し、国内の繊維メーカーに出
荷している。

大日工場 911-0026 福井県 勝山市村岡町黒原２５－１ 6,331,824 9,717,675 1,255,493 7.74

500157
ケイテー・テクシーノ株式
会社

911-0802 福井県 勝山市昭和町１－１０－１８
代表取締役社
長 滝川聡司

絹・人絹織物
業

合成繊維に撚りをかける撚糸またはヒータを使う仮撚り
等の高次加工を行い製織に使用する経糸・緯糸を作り、
圧縮空気を使うエアージェット織機、水を使うウォーター
ジェット織機で生機を製造し、国内の繊維メーカーに出
荷している。

昭和工場 911-0802 福井県 勝山市昭和町１－１０－１８ 2,996,604 9,717,675 1,255,493 7.74

500158 中山鋼業株式会社 555-0042 大阪府
大阪市西淀川区西島１丁目２番
１３３号

代表取締役社
長 井手迫利
文

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、連続鋳造装置に
より鋼塊（ビレット）を製造。（一部鋼塊を出荷する場合も
ある。）上記の鋼塊（ビレット）を圧延し、 終製品である
鉄筋コンクリート用異形棒鋼を製造、主に国内の土木・
建築用資材として出荷している。

本社 555-0042 大阪府
大阪市西淀川区西島１丁目２番
１３３号

190,030,813 190,030,813 17,325,479 10.96

500159
株式会社国光製粉工業
所

673-0892 兵庫県 明石市本町１丁目１番２４号
代表取締役
安藤晴康

石灰製造業

①鉱山より採掘した石灰石を粉砕・分級し、グレードごと
に紙袋やフレコンバッグにつめた製品の製造 ②石灰石・
タルクにジスを混合し、加熱・造粒した製品の製造を行っ
ている。

株式会社国光製粉工業所
東城工場

729-5122 広島県 庄原市東城町久代２４５０－４ 6,561,624 6,561,624 372,296 17.62

500160 株式会社 中龍 910-1133 福井県
吉田郡永平寺町松岡春日２－６
６

代表取締役
中村龍男

絹・人絹織物
業

紳士服裏地・スポーツ衣料・婦人ファッション衣料・産業
資材と多岐に亘る商品の開発・製造を手懸けている。

株式会社 中龍 福井工場 910-3121 福井県 福井市佐野町２－１ 1,541,372 1,541,372 156,838 9.82

500161 草津用水土地改良区 525-0029 滋賀県 草津市下笠町１３５０番地
理事長 橋川
渉

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とし、40ヶ所の揚水機場等、127.3ｋｍの送
水路・用水路により1259haの水田に配水を行っている。

矢橋第１段揚水機場 525-0066 滋賀県 草津市矢橋町北萱１９５０番地 1,151,863 2,415,484 213,791 11.29

500162
滋賀県下水道保全事業
協同組合

520-0846 滋賀県 大津市富士見台５７番４７号
代表理事（理
事長） 中村隆

下水道処理施
設維持管理業

下水道処理場の水処理施設・汚泥処理施設及びポンプ
場等の運転維持管理における包括的民間委託業務（電
気需給契約等を含む）

高島浄化センター 520-1621 滋賀県
高島市今津町今津４４８番４０６
号

2,909,846 3,529,366 332,286 10.62

500163 天の川沿岸土地改良区 521-0063 滋賀県 米原市飯１２番地３
理事長 田辺
和雄

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とする揚水機場を設置し、パイプラインに
より水田に配水を行っている。

天の川地区揚水機場 521-0064 滋賀県 米原市世継１４７５ 1,078,729 1,318,030 126,224 10.44

500164 恩地冷蔵株式会社 542-0073 大阪府
大阪市中央区日本橋２丁目３－
８

代表取締役
恩地秀幸

冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫において荷主様からお預かりした冷凍品・冷蔵
品を保管、管理する業務

恩地冷蔵株式会社 546-0001 大阪府
大阪市東住吉区今林２丁目２－
１４

1,330,359 1,330,359 225,507 5.89

500165
株式会社 クリーンス
テージ

594-1144 大阪府
和泉市テクノステージ２－３－３
０

代表取締役
山本保

産業廃棄物処
分業

当社は、焼却工程を持たない廃棄物処理システムであ
り、搬入された廃棄物は、脱ガス・溶融・精製することで、
100％再資源化できるほか、廃棄物を燃やさないため、
ダイオキシンをはじめとする有害物質がほとんど発生し
ない焼却システムです。

㈱クリーンステージ 594-1144 大阪府
和泉市テクノステージ２－３－３
０

10,697,546 10,697,546 1,323,717 8.08

500166 橘織物 株式会社 590-0450 大阪府 泉南郡熊取町大宮３－９２６－１
代表取締役社
長 橘幸司郎

綿・スフ織物
業

紡績より糸を仕入れ、記事を製造する事業。 本社工場 590-0450 大阪府 泉南郡熊取町大宮３－９２６－１ 3,360,814 3,360,814 273,171 12.30

500167
株式会社神鋼環境ソ
リューション

651-0072 兵庫県
神戸市中央区脇浜町１－４－７
８

取締役社長
粕谷強

下水道処理施
設維持管理業

下水道処理施設における汚泥焼却溶融設備の運転・維
持管理業務

兵庫西維持管理事業所 671-1236 兵庫県 姫路市網干区網干浜２４０－２ 30,098,567 30,098,567 2,300,666 13.08

500168 愛西土地改良区 521-1147 滋賀県 彦根市薩摩町３３７番地
理事長 西川
太平

穀作サービス
業

琵琶湖を水源とし、揚水機場を設け、送水路は、30.2km・
分水工29箇所を設けて1,214haの農地へ配水を行ってい
る。

愛西揚水機場 521-1147 滋賀県 彦根市薩摩町３３７番地 1,714,387 1,931,632 157,128 12.29
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500169 大洋鋳造株式会社 640-1101 和歌山県 海草郡紀美野町長谷９８３番地
代表取締役社
長 辻本章男

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉で熔解した銑鉄と鉄スクラップの熔湯を砂型に注
入し、冷却、成型することでえ、各種鋳物製品の製造を
行う。製造品は主に国内の機械メーカーに部品として販
売している。併せて、自社で製造出来ない受注品は製造
を外部に委託して、それを仕入れて販売している。

大洋鋳造株式会社 640-8145 和歌山県
和歌山県海草郡紀美野町長谷
９８３番地

4,840,838 4,840,838 814,948 5.94

500170 菱三工業株式会社 651-1511 兵庫県 神戸市北区長尾町宅原５７番地
取締役社長
眞鍋雅信

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて鉄スクラップを主とする金属材料を溶解
し、所定の鋳型に鋳込み、整形することで各種鋳物製品
を製造している。

旭工場 488-0052 愛知県 尾張旭市下井町下井２０３９－１ 13,347,370 13,349,050 1,654,836 8.06

500171 株式会社ＮＯＵＭＡＮＮ 919-1146 福井県 三方郡美浜町大薮２１－２０－１
代表取締役
宮下清優

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

植物工場を運営することによる野菜販売 美浜町植物工場 919-1146 福井県 三方郡美浜町大薮２１－２０－１ 2,711,525 2,711,525 110,070 24.63

500172 株式会社 アクアピア 582-0014 大阪府 柏原市青谷８０
代表取締役
皆川亮一郎

製氷業

パッケージアイスの製造販売。自然界の「つらら」の原理
を応用した製氷方法で、結氷版の表面に純水を流しなが
ら徐々に凍らせることで透明で硬く溶けにくい氷ができ
る。また人の手を触れないので衛生的な製氷方法であ
る。 販売先は主に西日本を中心とした大手量販店、コン
ビニエンスストアー等。

本社工場 582-0014 大阪府 柏原市青谷８０ 2,440,425 5,902,240 701,235 8.41

500172 株式会社 アクアピア 582-0014 大阪府 柏原市青谷８０
代表取締役
皆川亮一郎

製氷業

パッケージアイスの製造販売。自然界の「つらら」の原理
を応用した製氷方法で、結氷版の表面に純水を流しなが
ら徐々に凍らせることで透明で硬く溶けにくい氷ができ
る。また人の手を触れないので衛生的な製氷方法であ
る。 販売先は主に西日本を中心とした大手量販店、コン
ビニエンスストアー等。

神戸工場 658-0023 兵庫県 神戸市東灘区深江浜町６６－１ 1,904,815 5,902,240 701,235 8.41

500172 株式会社 アクアピア 582-0014 大阪府 柏原市青谷８０
代表取締役
皆川亮一郎

製氷業

パッケージアイスの製造販売。自然界の「つらら」の原理
を応用した製氷方法で、結氷版の表面に純水を流しなが
ら徐々に凍らせることで透明で硬く溶けにくい氷ができ
る。また人の手を触れないので衛生的な製氷方法であ
る。 販売先は主に西日本を中心とした大手量販店、コン
ビニエンスストアー等。

熊本工場 869-6308 熊本県 葦北郡芦北町白木１５２０ 1,557,000 5,902,240 701,235 8.41

500173
株式会社ポビーカラーリ
ング

582-0029 大阪府 柏原市石川町１－３７
代表取締役社
長 至田義之

プラスチック成
形材料製造業

合成樹脂着色加工 会社ポビーカラーリング 582-0029 大阪府 柏原市石川町１－３７ 1,256,720 1,256,720 194,190 6.47

500174
大阪高級鋳造鉄工株式
会社

573-1153 大阪府
枚方市招提大谷２丁目１０番１
号

代表取締役社
長 駒村卓哉

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを砂型に注ぎ，冷
却・成型することで各種鋳物製品の製造を行う． 製造物
は国内外の建機・産業メーカー等の事業者に出荷してい
る．

奈良事業所 633-0235 奈良県 宇陀市榛原比布７２－２ 7,448,202 7,448,202 1,223,777 6.08

500175 ＫＢセーレン株式会社 916-0038 福井県 鯖江市下河端６－１－１
代表取締役社
長 寺前勝基

化学繊維製造
業

合成繊維(ポリエステル及びナイロン長繊維等)の製造を
おこなう。 製造物はすべて本社・営業部門に社内売買で
移転され、営業部門より原糸及び加工糸として販売され
る事業（当該事業）と、その糸を更に織編や染色仕上げ
加工等を施し、繊維製品の形で出荷される事業に分れ、
国内外のさまざまな事業者に出荷されている。

北陸合繊工場 916-0038 福井県 鯖江市下河端町６－１－１ 47,659,474 47,659,474 6,311,752 7.55

500176 水間鉄道株式会社 597-0001 大阪府 貝塚市近木町２番２号
代表取締役社
長 藤本昌信

普通鉄道業
鉄道を利用して旅客の輸送を行う。又、線路設備等の維
持管理を行う。

水間鉄道（水間線） 597-0083 大阪府 貝塚市海塚１丁目２番１号 1,963,599 1,963,599 294,159 6.67

500177
アルテック新材料株式会
社

910-0315 福井県
坂井市丸岡町小黒第６８号１２
番地

代表取締役
山内眞央

他に分類され
ないプラスチッ
ク製品製造業

PET樹脂を原料として成形機で射出成形し主にPETボト
ル用プリフォームの製造を行う。プリフォームとはPETボ
トルの元となる成形品です。製造物(PETボトル用プリ
フォーム）は国内の大手飲料メーカーや水メーカー等に
出荷をしています。

アルテック新材料㈱ 910-0315 福井県
坂井市丸岡町小黒第６８号１２
番地

5,838,834 5,838,834 1,020,257 5.72

500178
株式会社トータルクリー
ンセンター福屋

910-2143 福井県 福井市宿布町１６字１番１
代表取締役
蛇目修史

産業廃棄物処
分業

固定床炉及びキルン炉で、汚泥・廃プラスチック類・廃
油・木くず・紙くず等を焼却処理している。

株式会社トータルクリーン
センター福屋

910-2143 福井県 福井市宿布町１６字１番１ 2,174,760 2,174,760 264,930 8.20

500179 川端製紙株式会社 910-0124 福井県 福井市天池町３８番地
代表取締役
川端健一

板紙製造業 古紙を溶解し、段ボール原紙を抄いている。 川端製紙株式会社 910-0124 福井県 福井市天池町３８番地 13,262,694 13,262,694 1,571,239 8.44

500180 株式会社 ジェフティ 912-0021 福井県 大野市中野第２０号１８番地１
取締役社長
髙木義秀

たて編ニット
生地製造業

経糸のみでループを編成し、たて方向にループを繋いで
生地を製造する。ループで編成された生地は、伸縮性に
優れ衣料・車輌資材・生活資材と幅広い分野にて使用さ
れている。

株式会社ジェフティ 912-0021 福井県 大野市中野第２０号１８番地１ 2,476,572 2,476,572 385,396 6.42

500181 新日本工機株式会社 590-0157 大阪府 堺市南区高尾２－５００－１
代表取締役
張春華

鋳鉄管製造業
電気炉を用いて溶解した鉄を鋳型に注ぎ遠心力で鋳造
品の製造をおこなう。製造物は工作機械又は建造物の
柱等の製品として出荷している。

新日本工機㈱岬工場 599-0303 大阪府 泉南郡岬町深日３５１３－１ 4,149,637 4,149,637 557,376 7.44

500182 川西倉庫株式会社 652-0831 兵庫県
神戸市兵庫区七宮町１丁目４番
１６号

代表取締役社
長 若松康裕

冷蔵倉庫業 冷蔵・冷凍食品等の保管、荷役を行う事。
川西倉庫㈱神戸支店六甲
営業所

658-0033 兵庫県 神戸市東灘区向洋町西１丁目４ 1,087,442 7,761,184 995,794 7.79

500183
大同ＤＭソリューション株
式会社

574-0062 大阪府 大東市氷野三丁目１５２番地
代表取締役社
長 古東一仁

金属熱処理業

電気加熱式の熱処理炉を用いて、顧客から受領した金
型または金型部品に焼入れ焼戻し等の熱処理を施し、
顧客に当該金型または金型部品を返却する受託熱処理
事業。国内の自動車メーカー、部品メーカー、金型メー
カー等より幅広く受託している。

本社工場 574-0062 大阪府 大東市氷野三丁目１５２番地 4,877,783 26,093,771 3,037,258 8.59
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500183
大同ＤＭソリューション株
式会社

574-0062 大阪府 大東市氷野三丁目１５２番地
代表取締役社
長 古東一仁

金属熱処理業

電気加熱式の熱処理炉を用いて、顧客から受領した金
型または金型部品に焼入れ焼戻し等の熱処理を施し、
顧客に当該金型または金型部品を返却する受託熱処理
事業。国内の自動車メーカー、部品メーカー、金型メー
カー等より幅広く受託している。

名古屋工場 455-0022 愛知県 名古屋市港区竜宮町１０番地 8,202,800 26,093,771 3,037,258 8.59

500183
大同ＤＭソリューション株
式会社

574-0062 大阪府 大東市氷野三丁目１５２番地
代表取締役社
長 古東一仁

金属熱処理業

電気加熱式の熱処理炉を用いて、顧客から受領した金
型または金型部品に焼入れ焼戻し等の熱処理を施し、
顧客に当該金型または金型部品を返却する受託熱処理
事業。国内の自動車メーカー、部品メーカー、金型メー
カー等より幅広く受託している。

静岡工場 437-0227 静岡県 周智郡森町橘２９－１ 3,262,419 26,093,771 3,037,258 8.59

500183
大同ＤＭソリューション株
式会社

574-0062 大阪府 大東市氷野三丁目１５２番地
代表取締役社
長 古東一仁

金属熱処理業

電気加熱式の熱処理炉を用いて、顧客から受領した金
型または金型部品に焼入れ焼戻し等の熱処理を施し、
顧客に当該金型または金型部品を返却する受託熱処理
事業。国内の自動車メーカー、部品メーカー、金型メー
カー等より幅広く受託している。

相模工場 252-0012 神奈川県 座間市広野台２－２－５ 5,427,326 26,093,771 3,037,258 8.59

500183
大同ＤＭソリューション株
式会社

574-0062 大阪府 大東市氷野三丁目１５２番地
代表取締役社
長 古東一仁

金属熱処理業

電気加熱式の熱処理炉を用いて、顧客から受領した金
型または金型部品に焼入れ焼戻し等の熱処理を施し、
顧客に当該金型または金型部品を返却する受託熱処理
事業。国内の自動車メーカー、部品メーカー、金型メー
カー等より幅広く受託している。

太田工場 370-0321 群馬県 太田市新田木崎町１７９０ 4,323,443 26,093,771 3,037,258 8.59

500184 株式会社京都冷蔵 613-0035 京都府
久世郡久御山町下津屋北野１１
番地の１

代表取締役
高橋莞爾

冷蔵倉庫業

冷凍冷蔵食品をはじめ、あらゆる「温度管理食品」の保
管・仕分・配送の物流サービス業務を３６５日２４時間実
施している。主に大手スーパー、コンビニエンスストア、
外食産業、食品メーカーの商品を取り扱っている。

株式会社京都冷蔵 613-0035 京都府
久世郡久御山町下津屋北野１１
番地の１

8,526,194 8,526,194 1,287,364 6.62

500185 三陽メリヤス株式会社 633-0082 奈良県 桜井市巻野内２３２－２
代表取締役
村島和徳

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

ポリウレタン弾性糸にナイロン糸を撚り合わせることによ
りカバーリン糸（タイツ・パンストの素材糸）を製造してい
る。

東田工場 633-0085 奈良県 桜井市東田２３－１ 1,455,148 3,165,646 453,597 6.97

500185 三陽メリヤス株式会社 633-0082 奈良県 桜井市巻野内２３２－２
代表取締役
村島和徳

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

ポリウレタン弾性糸にナイロン糸を撚り合わせることによ
りカバーリン糸（タイツ・パンストの素材糸）を製造してい
る。

高見工場 515-1732 三重県 松阪市飯高町落方３１３－１ 1,710,498 3,165,646 453,597 6.97

500186 日本ウエスト株式会社 612-8244 京都府
京都市伏見区横大路千両松町
９－１

代表取締役社
長 長田和志

他に分類され
ないその他の
製造業

排出事業者より排出された産業廃棄物を、圧縮固化しＲ
ＰＦ（固形燃料）を製造する事業

日本ウエスト本社工場 612-8244 京都府
京都市伏見区横大路千両松町
９－１

4,108,643 4,108,643 690,673 5.94

500187 株式会社フリゴ 554-0041 大阪府
大阪市此花区北港白津１－７－
１１

代表取締役社
長 西願廣行

冷蔵倉庫業
冷蔵品・冷凍品の保管およびそれに付帯する作業等を
行う。

北港物流センター 554-0041 大阪府
大阪市此花区北港白津１－７－
１１

4,286,692 10,836,631 1,848,799 5.86

500187 株式会社フリゴ 554-0041 大阪府
大阪市此花区北港白津１－７－
１１

代表取締役社
長 西願廣行

冷蔵倉庫業
冷蔵品・冷凍品の保管およびそれに付帯する作業等を
行う。

和歌山第二物流センター 640-8443 和歌山県 和歌山市延時１４７－１５ 1,540,847 10,836,631 1,848,799 5.86

500187 株式会社フリゴ 554-0041 大阪府
大阪市此花区北港白津１－７－
１１

代表取締役社
長 西願廣行

冷蔵倉庫業
冷蔵品・冷凍品の保管およびそれに付帯する作業等を
行う。

南港物流センター 559-0031 大阪府
大阪市住之江区南港東７－２－
９２

3,344,362 10,836,631 1,848,799 5.86

500188 アイテック株式会社 530-0001 大阪府
大阪市北区梅田３丁目３番１０
号

代表取締役
前田幸治

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・汚泥焼却施
設の維持管理業務

加古川上流浄化センター 675-1345 兵庫県 小野市黍田町３９８－２ 16,611,255 72,965,875 10,976,348 6.64

500188 アイテック株式会社 530-0001 大阪府
大阪市北区梅田３丁目３番１０
号

代表取締役
前田幸治

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・汚泥焼却施
設の維持管理業務

下河原水再生センター 320-0824 栃木県
宇都宮市下河原１丁目１番１７
号

2,618,225 72,965,875 10,976,348 6.64

500188 アイテック株式会社 530-0001 大阪府
大阪市北区梅田３丁目３番１０
号

代表取締役
前田幸治

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・汚泥焼却施
設の維持管理業務

木津川流域下水道洛南浄
化センター

614-8305 京都府 八幡市八幡焼木１番地 21,157,602 72,965,875 10,976,348 6.64

500188 アイテック株式会社 530-0001 大阪府
大阪市北区梅田３丁目３番１０
号

代表取締役
前田幸治

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・汚泥焼却施
設の維持管理業務

南部流域下水道事務所湖
西浄化センター

520-0102 滋賀県 大津市苗鹿３丁目１番１号 11,293,769 72,965,875 10,976,348 6.64

500188 アイテック株式会社 530-0001 大阪府
大阪市北区梅田３丁目３番１０
号

代表取締役
前田幸治

下水道処理施
設維持管理業

下水処理場の水処理施設・汚泥処理施設・汚泥焼却施
設の維持管理業務

北部流域下水道事務所東
北部浄化センター

522-0002 滋賀県 彦根市松原町１５５０ 21,285,024 72,965,875 10,976,348 6.64

500189 株式会社ケイハン 604-8223 京都府
京都市中京区新町通四条上ル
小結棚町４２９番地

代表取締役社
長 西田康郎

その他の石油
製品・石炭製
品製造業

配合・粉砕された石炭原料に粘結剤を加えて成型機に
より塊成化、コークス炉に投入される石炭に配合する。
主にベルトコンベア輸送にて原料入荷・製品納入を行
う。

福山工場 721-8510 広島県
福山市鋼管町１番地ＪＦＥスチー
ル（株）西日本製鉄所福山地区
内

2,071,445 6,509,311 1,141,834 5.70

500189 株式会社ケイハン 604-8223 京都府
京都市中京区新町通四条上ル
小結棚町４２９番地

代表取締役社
長 西田康郎

その他の石油
製品・石炭製
品製造業

配合・粉砕された石炭原料に粘結剤を加えて成型機に
より塊成化、コークス炉に投入される石炭に配合する。
主にベルトコンベア輸送にて原料入荷・製品納入を行
う。

京浜工場 210-0868 神奈川県
川崎市川崎区扇島１番１号ＪＦＥ
スチール（株）東日本製鉄所京
浜地区内

4,437,866 6,509,311 1,141,834 5.70

500190 株式会社ＴＫＸ 543-0011 大阪府
大阪市天王寺区清水谷町５－１
６

代表取締役社
長 岸本智

その他の電気
機械器具製造
業

太陽電池シリコンウエハの加工を行う。 水口工場 528-0074 滋賀県 甲賀市水口町松尾５６８ 13,425,624 40,974,044 6,632,075 6.17

500191 古市株式会社 913-0044 福井県 坂井市三国町山王１丁目４－７
代表取締役
古市孝一

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

カバーリング機で糸に撚りを掛けながら複数の糸を束ね
伸縮性のある糸の製造を行っている。出来上がった製品
は国内外の各繊維メーカ等に出荷している。

本社 913-0044 福井県 坂井市三国町山王１丁目４－７ 1,417,242 4,411,194 681,612 6.47
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500191 古市株式会社 913-0044 福井県 坂井市三国町山王１丁目４－７
代表取締役
古市孝一

ねん糸製造業
（かさ高加工
糸を除く）

カバーリング機で糸に撚りを掛けながら複数の糸を束ね
伸縮性のある糸の製造を行っている。出来上がった製品
は国内外の各繊維メーカ等に出荷している。

ANNEX春江 919-0483 福井県 坂井市春江町石塚２９－１３ 2,993,952 4,411,194 681,612 6.47

500192 株式会社 フリゴ大阪港 552-0023 大阪府 大阪市港区港晴５－２－６０
代表取締役
西願敦司

冷蔵倉庫業
冷蔵・冷凍水産物や畜産物、農産物の保管・仕分け作
業を請負う。

大阪港センター 552-0023 大阪府 大阪市港区港晴５－２－６０ 2,066,180 2,066,180 368,887 5.60

500193 共英製鋼株式会社 530-0004 大阪府
大阪市北区堂島浜１－４－１６
アクア堂島西館１８Ｆ

代表取締役社
長 廣冨靖以

製鋼・製鋼圧
延業

スクラップを電気炉で溶かし、鋼を作り、ビレットを鋳造
後、圧延し、異形棒鋼、形鋼、平鋼等建材製品を製造販
売している。

山口事業所本工場 756-0817 山口県
山陽小野田市大字小野田６２８
９－１８

318,826,504 717,683,007 86,019,727 8.34

500193 共英製鋼株式会社 530-0004 大阪府
大阪市北区堂島浜１－４－１６
アクア堂島西館１８Ｆ

代表取締役社
長 廣冨靖以

製鋼・製鋼圧
延業

スクラップを電気炉で溶かし、鋼を作り、ビレットを鋳造
後、圧延し、異形棒鋼、形鋼、平鋼等建材製品を製造販
売している。

名古屋事業所 490-1443 愛知県
海部郡飛島村新政成未之切８０
９－１

220,023,374 717,683,007 86,019,727 8.34

500193 共英製鋼株式会社 530-0004 大阪府
大阪市北区堂島浜１－４－１６
アクア堂島西館１８Ｆ

代表取締役社
長 廣冨靖以

製鋼・製鋼圧
延業

スクラップを電気炉で溶かし、鋼を作り、ビレットを鋳造
後、圧延し、異形棒鋼、形鋼、平鋼等建材製品を製造販
売している。

枚方事業所 573-0004 大阪府 枚方市中宮大池３－１－１ 176,975,672 717,683,007 86,019,727 8.34

500193 共英製鋼株式会社 530-0004 大阪府
大阪市北区堂島浜１－４－１６
アクア堂島西館１８Ｆ

代表取締役社
長 廣冨靖以

製鋼・製鋼圧
延業

スクラップを電気炉で溶かし、鋼を作り、ビレットを鋳造
後、圧延し、異形棒鋼、形鋼、平鋼等建材製品を製造販
売している。

山口事業所東沖工場 756-0817 山口県
山陽小野田市大字小野田７５２
５－１９

1,857,457 717,683,007 86,019,727 8.34

500194 青木織布株式会社 910-1201 福井県
吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿１３－
２８

代表取締役
青木一樹

その他の織物
業

エアージェットによる、ユニホーム・寝装品等、各種織物
の製造

青木職布株式会社 910-1201 福井県
吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿１３－
２８

2,096,016 2,096,016 321,269 6.52

500195
福井中央市場冷蔵株式
会社

910-0836 福井県 福井市大和田１丁目１０１番地
代表取締役社
長 三田村利
信

冷蔵倉庫業
福井市中央卸売市場で取り扱う生鮮食料品等を保管す
る冷蔵倉庫

福井中央市場冷蔵株式会
社

910-0836 福井県 福井市大和田１丁目１０１番地 1,101,562 1,101,562 93,821 11.74

500196
株式会社エコクリーン・
アイ

910-0105 福井県
福井市河合勝見町第９号２５番
地１

代表取締役
加藤信孝

産業廃棄物処
分業

産業廃棄物（廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず）
を原料として固形燃料（RPF）を製造している。

株式会社エコクリーン・アイ 910-0105 福井県
福井市河合勝見町第９号２５番
地１

2,232,816 2,232,816 175,876 12.69

500197 えちぜん鉄道株式会社 910-0000 福井県 福井市松本上町１５－３－１
代表取締役社
長 豊北景一

普通鉄道業
第1種鉄道事業 勝山永平寺線27.8km 三国芦原線
25.2km（旅客営業2路線53.0km） 設立平成14年9月17日
第3セクター会社

本社 910-0000 福井県 福井市松本上町１５－３－１ 6,762,756 6,762,756 843,290 8.01

500198 株式会社 吉年 586-8528 大阪府 河内長野市上原西町１６－１
代表取締役社
長 八木政則

可鍛鋳鉄製造
業

電気炉を用いて溶解したスクラップを鋳型に注ぎ、冷却
成型する事で、各種鋳物製品の製造を行う。製造物の
内、管継手は加工され、国内配管問屋へ出荷、産業機
械部品は、国内の自動車メーカー等、様々な事業者に
出荷している。

上原工場 586-8528 大阪府 河内長野市上原西町１６－１ 3,278,620 3,278,620 505,239 6.48

500199 株式会社中山製鋼所 551-8551 大阪府
大阪市大正区船町一丁目１番６
６号

代表取締役社
長 箱守一昭

製鋼・製鋼圧
延業

鉄スクラップを電気炉で溶解精錬し、連続鋳造・圧延工
程を経て各種鉄鋼製品の製造を行なう。製品は建材が
主体で、関連会社の二次加工メーカを含めさまざまな国
内ユーザへ出荷している。

本社船町工場 551-8551 大阪府
大阪市大正区船町一丁目１番６
６号

276,748,758 276,748,758 31,395,466 8.81

500200 岩谷瓦斯株式会社 530-0047 大阪府
大阪市北区西天満四丁目８番１
７号宇治電ビルディング

代表取締役社
長 宮川隆史

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷分離装置により空気を液化し沸点差を利用して液
化酸素、液化窒素を製造する。

甲府工場 409-3853 山梨県
中巨摩郡昭和町築地新居１８２
４－１

23,643,624 23,643,624 782,904 30.19

500201 株式会社エコ・クリーン 910-0109 福井県 福井市二日市町２０－１２
代表取締役社
長 加藤信孝

産業廃棄物処
分業

産業廃棄物（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず）を
原料として固形燃料（RPF）を製造している。

株式会社エコ・クリーン 910-0109 福井県 福井市二日市町２０－１２ 4,059,228 4,059,228 560,535 7.24

600001 福山鋳造株式会社 720-0815 広島県 福山市野上町１丁目９番９号
代表取締役
小林敏彦

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを型枠に注ぎ、冷
却・形成することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は、国内外の機械メーカー等様々な事業者に出荷し
ている。

福山鋳造株式会社 714-0048 岡山県 笠岡市緑町３番２ 13,515,320 13,515,320 2,153,853 6.27

600002
株式会社広島リサイクル
センター

730-0051 広島県 広島市中区大手町３－１－３
代表取締役社
長 三井崇裕

プラスチック成
形材料製造業

容器包装リサイクル法に基づき、廃プラスチックからプラ
スチック材料へのリサイクル事業を行っている。

久井工場 722-1303 広島県 三原市久井町下津１１２６－９ 13,677,144 13,677,144 1,532,446 8.92

600003
公益財団法人岡山県下
水道公社

706-0226 岡山県 玉野市東七区４５３番地
理事長 原田
一郎

下水道処理施
設維持管理業

児島湖流域の生活環境の改善と児島湖の水質保全 を
図るため、岡山県から委託を受け児島湖流域下水道浄
化センターの維持管理を行う。

公益財団法人岡山県下水
道公社

706-0226 岡山県 玉野市東七区４５３番地 31,424,613 31,424,613 1,570,264 20.01

600004 岡山中央冷蔵株式会社 700-0941 岡山県 岡山市北区青江１丁目７番６号
代表取締役
姫井善果

冷蔵倉庫業 冷凍および冷蔵食品の保管及び管理 内海冷蔵工場 721-0942 広島県 福山市引野町５丁目１番１号 1,433,529 3,207,675 434,544 7.38

600005 武田鋳造株式会社 710-0803 岡山県 倉敷市中島１００１番地
代表取締役
武田真一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄ｸｽﾞを型枠に注ぎ、冷却する
ことで、各種鋳造製品の製造を行う。製造物は、国内の
自動車ﾒｰｶｰ等の事業者に出荷している。

本社・中島工場 710-0803 岡山県 倉敷市中島１００１番地 28,755,376 67,329,715 6,251,159 10.77

600005 武田鋳造株式会社 710-0803 岡山県 倉敷市中島１００１番地
代表取締役
武田真一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄ｸｽﾞを型枠に注ぎ、冷却する
ことで、各種鋳造製品の製造を行う。製造物は、国内の
自動車ﾒｰｶｰ等の事業者に出荷している。

高梁工場 716-1311 岡山県 高梁市巨瀬町１番地１ 33,158,772 67,329,715 6,251,159 10.77

600005 武田鋳造株式会社 710-0803 岡山県 倉敷市中島１００１番地
代表取締役
武田真一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄ｸｽﾞを型枠に注ぎ、冷却する
ことで、各種鋳造製品の製造を行う。製造物は、国内の
自動車ﾒｰｶｰ等の事業者に出荷している。

福井工場 710-0844 岡山県 倉敷市福井４００番地 5,415,567 67,329,715 6,251,159 10.77

600006 秋芳鉱業株式会社 754-0603 山口県 美祢市秋芳町別府６８２番地
代表取締役
江間恭介

石灰石鉱業

住友大阪セメント㈱の子会社であり、石灰石の採掘から
破砕、選鉱（セメント用、鉄鋼化学向けとして製品を生
産）している。 販売は、住友大阪セメント㈱に、また一部
を地場に当社から直接販売している。

本社 754-0603 山口県 美祢市秋芳町別府６８２番地 19,993,336 33,768,976 3,298,118 10.23
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600006 秋芳鉱業株式会社 754-0603 山口県 美祢市秋芳町別府６８２番地
代表取締役
江間恭介

石灰石鉱業

住友大阪セメント㈱の子会社であり、石灰石の採掘から
破砕、選鉱（セメント用、鉄鋼化学向けとして製品を生
産）している。 販売は、住友大阪セメント㈱に、また一部
を地場に当社から直接販売している。

仙崎事業所 759-4106 山口県 長門市仙崎５４７番地 13,775,640 33,768,976 3,298,118 10.23

600007 岡山市市場事業部 702-8052 岡山県 岡山市南区市場１－１
市場事業管理
者 田淵薫

他に分類され
ないサービス
業

生鮮食料品等の需要の円滑化を図り、市民生活の安定
に寄与するため、市場を開設し、取引の指導監督、施設
管理を行っている。

岡山市中央卸売市場 702-8052 岡山県 岡山市南区市場一丁目１番地 8,357,702 8,357,702 801,022 10.43

600008 福山熱煉工業株式会社 720-0017 広島県 福山市千田町４－１３－１
代表取締役
河田一実

金属熱処理業
各種機械部品の硬度・強度の増強を図るため、電気加
熱装置を用いて対象部品を加熱した後、急冷する一般
に「焼入れ」と呼ばれる事業

福山テクノ工場 721-0957 広島県 福山市箕島町６２８０－１ 21,065,600 45,396,777 5,307,132 8.55

600008 福山熱煉工業株式会社 720-0017 広島県 福山市千田町４－１３－１
代表取締役
河田一実

金属熱処理業
各種機械部品の硬度・強度の増強を図るため、電気加
熱装置を用いて対象部品を加熱した後、急冷する一般
に「焼入れ」と呼ばれる事業

福山テクノ第2工場 721-0957 広島県 福山市箕島町６２８０－１２ 3,508,452 45,396,777 5,307,132 8.55

600008 福山熱煉工業株式会社 720-0017 広島県 福山市千田町４－１３－１
代表取締役
河田一実

金属熱処理業
各種機械部品の硬度・強度の増強を図るため、電気加
熱装置を用いて対象部品を加熱した後、急冷する一般
に「焼入れ」と呼ばれる事業

千田工場 720-0017 広島県 福山市千田町４－１３－１ 4,066,668 45,396,777 5,307,132 8.55

600008 福山熱煉工業株式会社 720-0017 広島県 福山市千田町４－１３－１
代表取締役
河田一実

金属熱処理業
各種機械部品の硬度・強度の増強を図るため、電気加
熱装置を用いて対象部品を加熱した後、急冷する一般
に「焼入れ」と呼ばれる事業

広島工場 739-1754 広島県
広島市安佐北区小河原町２０９
－１

4,864,920 45,396,777 5,307,132 8.55

600008 福山熱煉工業株式会社 720-0017 広島県 福山市千田町４－１３－１
代表取締役
河田一実

金属熱処理業
各種機械部品の硬度・強度の増強を図るため、電気加
熱装置を用いて対象部品を加熱した後、急冷する一般
に「焼入れ」と呼ばれる事業

笠岡みの越工場 714-0006 岡山県 笠岡市みの越３０ 6,067,512 45,396,777 5,307,132 8.55

600008 福山熱煉工業株式会社 720-0017 広島県 福山市千田町４－１３－１
代表取締役
河田一実

金属熱処理業
各種機械部品の硬度・強度の増強を図るため、電気加
熱装置を用いて対象部品を加熱した後、急冷する一般
に「焼入れ」と呼ばれる事業

岡山工場 714-0062 岡山県 笠岡市茂平１５２４－１ 5,823,625 45,396,777 5,307,132 8.55

600009 下関漁港漁業協同組合 750-0067 山口県 下関市大和町１丁目１６番１号
代表理事組合
長 磯本啓三

製氷業 製氷業 下関漁港漁業協同組合 750-0067 山口県 下関市大和町１丁目１６番１号 2,415,060 2,415,060 181,958 13.27

600010 三共精粉株式会社 718-0003 岡山県 新見市高尾２４８４－２４
代表取締役社
長 植木弘之

鉱物・土石粉
砕等処理業

鉱山から採掘した石灰石を粉砕し粒度調整を行い粗い
物から超微粉まで各種粒径ごとに分けた製品の製造、
及び粉砕された石灰石に機能性を持たせた二次加工品
の製造

井ノ口工場 718-0005 岡山県 新見市上市１３３２ 9,144,288 22,567,863 3,569,550 6.32

600010 三共精粉株式会社 718-0003 岡山県 新見市高尾２４８４－２４
代表取締役社
長 植木弘之

鉱物・土石粉
砕等処理業

鉱山から採掘した石灰石を粉砕し粒度調整を行い粗い
物から超微粉まで各種粒径ごとに分けた製品の製造、
及び粉砕された石灰石に機能性を持たせた二次加工品
の製造

正田工場 718-0015 岡山県 新見市石蟹１６０２－２ 1,398,552 22,567,863 3,569,550 6.32

600010 三共精粉株式会社 718-0003 岡山県 新見市高尾２４８４－２４
代表取締役社
長 植木弘之

鉱物・土石粉
砕等処理業

鉱山から採掘した石灰石を粉砕し粒度調整を行い粗い
物から超微粉まで各種粒径ごとに分けた製品の製造、
及び粉砕された石灰石に機能性を持たせた二次加工品
の製造

名古屋工場 498-0063 愛知県 弥富市東末広９－３５ 1,231,223 22,567,863 3,569,550 6.32

600010 三共精粉株式会社 718-0003 岡山県 新見市高尾２４８４－２４
代表取締役社
長 植木弘之

鉱物・土石粉
砕等処理業

鉱山から採掘した石灰石を粉砕し粒度調整を行い粗い
物から超微粉まで各種粒径ごとに分けた製品の製造、
及び粉砕された石灰石に機能性を持たせた二次加工品
の製造

常葉工場 963-4602 福島県 田村市常葉町常葉２７３ 10,536,840 22,567,863 3,569,550 6.32

600011 岡山県南部水道企業団 710-0807 岡山県 倉敷市西阿知町２４７－１
企業長 片山
寛一

上水道業
高梁川から取水した原水を西阿知浄水場にて浄水処理
し、各構成市（倉敷市・玉野市・岡山市）に水道用水を供
給している。

西阿知浄水場 710-0807 岡山県 倉敷市西阿知町２４７－１ 8,998,296 13,472,744 1,584,312 8.50

600011 岡山県南部水道企業団 710-0807 岡山県 倉敷市西阿知町２４７－１
企業長 片山
寛一

上水道業
高梁川から取水した原水を西阿知浄水場にて浄水処理
し、各構成市（倉敷市・玉野市・岡山市）に水道用水を供
給している。

宇野津増圧ポンプ所 711-0935 岡山県 倉敷市児島宇野津１９１９－２ 2,379,552 13,472,744 1,584,312 8.50

600011 岡山県南部水道企業団 710-0807 岡山県 倉敷市西阿知町２４７－１
企業長 片山
寛一

上水道業
高梁川から取水した原水を西阿知浄水場にて浄水処理
し、各構成市（倉敷市・玉野市・岡山市）に水道用水を供
給している。

広江増圧ポンプ所 712-8043 岡山県 倉敷市広江７－２－６ 1,444,944 13,472,744 1,584,312 8.50

600012
フェニテックセミコンダク
ター株式会社

715-8602 岡山県 井原市木之子町１５０
代表取締役社
長 谷英昭

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

シリコンのウエハー上に拡散・露光・エッチング・洗浄・薄
膜形成等を施すことで回路を形成しICチップを製造す
る。

本社工場 715-8602 岡山県 井原市木之子町１５０ 13,477,896 89,373,576 15,232,776 5.86

600012
フェニテックセミコンダク
ター株式会社

715-8602 岡山県 井原市木之子町１５０
代表取締役社
長 谷英昭

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

シリコンのウエハー上に拡散・露光・エッチング・洗浄・薄
膜形成等を施すことで回路を形成しICチップを製造す
る。

第一工場 715-8602 岡山県 井原市木之子町６８３３ 51,179,040 89,373,576 15,232,776 5.86

600012
フェニテックセミコンダク
ター株式会社

715-8602 岡山県 井原市木之子町１５０
代表取締役社
長 谷英昭

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

シリコンのウエハー上に拡散・露光・エッチング・洗浄・薄
膜形成等を施すことで回路を形成しICチップを製造す
る。

鹿児島工場 899-6202 鹿児島県 姶良郡湧水町北方１７７０－１ 24,716,640 89,373,576 15,232,776 5.86

600013 備南水道企業団 710-8565 岡山県 倉敷市西中新田６４０番地
企業長 伊東
香織

上水道業
当企業団は、水道用水供給事業を経営するため、岡山
県倉敷市及び都窪郡早島町の1市1町で組織された一部
事務組合で、これらの地域へ水道用水を供給している。

備南水道企業団 酒津浄水
場

710-0801 岡山県 倉敷市酒津２２３７－１ 8,043,156 8,119,390 956,891 8.48

600014
株式会社エネルギア・コ
ミュニケーションズ

730-0051 広島県 広島市中区大手町２－１１－１０
取締役社長
熊谷鋭

その他の固定
電気通信業

お客さまのサーバやネットワーク機器等を預かるハウジ
ングサービスを中心としたデータセンターサービスを提
供している。

広島ビル 732-0057 広島県 広島市東区二葉の里３－５－１ 2,409,786 4,008,992 410,600 9.76

600015
広島日本電子工業株式
会社

739-1754 広島県
広島市安佐北区小河原町１５９
１－１

代表取締役
坂田哲博

金属熱処理業
高周波発振機、イオン窒化炉、電気炉装置で電気を用
い、鉄製品を加熱し金属熱処理を行う。製品は国内の機
械メーカー等に出荷している。

広島日本電子工業株式会
社

739-1754 広島県
広島市安佐北区小河原町１５９
１－１

1,771,188 1,775,985 255,118 6.96

74 / 88 ページ



氏名／名称
（法人であれ
ば）代表者名

事業名 事業の概要 名称
当該事業所における
年間の申請事業に係
る電気使用量（kWh）

当該事業の電気
使用量（kWh）

当該事業の売上
高（千円）

当該事業の原
単位
（kWh/千円）

申請番号

事業者 事業所 原単位

住所 所在地

600016 アテナ製紙株式会社 701-0204 岡山県 岡山市南区大福７２１
代表取締役社
長 平井作実

板紙製造業

雑誌・ダンボール等を原質設備で調整した後、抄紙機で
抄造、乾燥、断裁することで、各種板紙の製造を行う。一
部は貼合し、厚紙を製造する。製品は国内の紙卸商社
へ出荷している。

アテナ製紙株式会社西大
寺工場

704-8114 岡山県
岡山市東区西大寺東１－２－５
５

5,504,520 25,921,720 3,357,883 7.71

600016 アテナ製紙株式会社 701-0204 岡山県 岡山市南区大福７２１
代表取締役社
長 平井作実

板紙製造業

雑誌・ダンボール等を原質設備で調整した後、抄紙機で
抄造、乾燥、断裁することで、各種板紙の製造を行う。一
部は貼合し、厚紙を製造する。製品は国内の紙卸商社
へ出荷している。

アテナ製紙株式会社本社 701-0204 岡山県 岡山市南区大福７２１ 20,417,200 25,921,720 3,357,883 7.71

600017 柿原工業株式会社 721-0956 広島県 福山市箕沖町９９－１３
代表取締役
柿原邦博

電気めっき業
（表面処理鋼
材製造業を除
く）

金属表面処理加工（電気めっき）を行っている。製品は
自動車、農機具、住宅などの部品メーカーに出荷してい
る。

本社工場 721-0956 広島県 福山市箕沖町９９－１３ 4,282,065 4,282,065 712,019 6.01

600018 株式会社 吉舎鉄工所 729-4204 広島県 三次市吉舎町三玉５４１番地
代表取締役
北川祐治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて鉄スクラップを溶かし、溶けた鉄を鋳型
に注ぎ冷却し,解枠後不要部分を除去する、こうして建設
機械、農機具、自動車部品の素材を生産している。生産
した素材は、関連会社の㈱北川鉄工所へ全量納入して
いる。顧客は、クボタ、ヤンマー、三菱、ダイキン、マツダ
などである。

株式会社吉舎鉄工所 729-4204 広島県 三次市吉舎町三玉５４１番地 7,298,856 7,298,856 598,254 12.20

600019 株式会社岡山日山 703-8285 岡山県 岡山市中区桜橋２－１８－５２
代表取締役
村上博文

冷蔵倉庫業 寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業 株式会社岡山日山 703-8285 岡山県 岡山市中区桜橋２－１８－５２ 4,717,308 4,717,308 438,902 10.74

600020 石見日東株式会社 694-0035 島根県 大田市五十猛町１２４５
代表取締役
小松慎一郎

他に分類され
ない輸送用機
械器具製造業

銑鉄、鉄スクラップ、合金を電気炉により、溶解し、鋳型
に注湯し、冷却、バラシ、砂落しをして各種銑鉄鋳物を製
造する。 素材のままあるいは熱処理、機械加工を施し、
主に産業機械メーカーに出荷している。

石見日東株式会社 694-0035 島根県 大田市五十猛町１２４５ 6,887,232 6,887,232 1,076,717 6.39

600021 彦島製錬株式会社 750-0093 山口県 下関市彦島西山町１－１－１
代表取締役社
長 西嶋章

亜鉛第1次製
錬・精製業

亜鉛地金・合金の受託加工及び亜鉛地金製造時に付随
する硫酸、硫酸亜鉛、電池材料の製造

彦島製錬株式会社 750-0093 山口県 下関市彦島西山町１－１－１ 259,324,672 259,324,672 9,721,276 26.67

600022 豊田実業株式会社 731-0223 広島県
広島市安佐北区可部南５丁目９
番５６号

代表取締役
野地洵

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて鉄スクラップ、銑鉄等を溶解し鋳型に注
ぎ、各種鋳物製品の製造を行う、製品は国内の工作機
械・産業機械の加工メーカーに出荷している。

豊田実業株式会社 731-0223 広島県
広島市安佐北区可部南５丁目９
番５６号

1,635,132 1,635,132 254,278 6.43

600023 株式会社エコフィール 730-0051 広島県 広島市中区大手町３－１－３
代表取締役社
長 三井崇裕

プラスチック成
形材料製造業

廃プラスチックを原料としたプラスチック成形材料製造を
行っている。

福山工場 721-0956 広島県 福山市箕沖町１０６－６ 4,581,159 4,581,159 619,795 7.39

600024 クラシキ機工株式会社 714-1215 岡山県 小田郡矢掛町中１４１－１
代表取締役
渡邊康道

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを型枠に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は、国内外の機械メーカー等、様々な事業者に出荷し
ている。

クラシキ機工株式会社 714-1215 岡山県 小田郡矢掛町中１４１－１ 5,777,200 5,777,200 949,603 6.08

600025 岡山市場冷蔵株式会社 702-8052 岡山県 岡山市南区市場 １－１
代表取締役社
長 内山三郎

冷蔵倉庫業
岡山市中央卸売市場において、冷凍品・生鮮食料品の
保管・荷役を行っている。

冷蔵倉庫業 702-8052 岡山県 岡山市南区市場 １－１ 1,535,658 1,535,658 102,118 15.03

600026 広島県企業局 730-8511 広島県 広島市中区基町１０番５２号
公営企業管理
者 坂井浩明

工業用水道業
広島県南部地域において，産業活動に必要な工業用水
を供給

戸坂取水場 732-0001 広島県
広島市東区戸坂惣田一丁目１２
－１

19,541,280 24,208,267 2,649,050 9.13

600026 広島県企業局 730-8511 広島県 広島市中区基町１０番５２号
公営企業管理
者 坂井浩明

工業用水道業
広島県南部地域において，産業活動に必要な工業用水
を供給

田口浄水場 739-0036 広島県 東広島市西条町田口１９８２－１ 2,542,823 24,208,267 2,649,050 9.13

600026 広島県企業局 730-8511 広島県 広島市中区基町１０番５２号
公営企業管理
者 坂井浩明

工業用水道業
広島県南部地域において，産業活動に必要な工業用水
を供給

呉戸坂取水場 732-0009 広島県
広島市東区戸坂千足二丁目１
－２

2,124,164 24,208,267 2,649,050 9.13

600027
公益財団法人 広島県
下水道公社

734-0056 広島県 広島市南区向洋沖町１番１号
理事長 木原
健

下水道処理施
設維持管理業

広島県が施設する流域下水道処理施設の運転管理業
務の受託を行う事業である。３つの流域下水道事業処理
区において設置される終末処理場施設(各浄化センター)
や中継ポンプ場を運転管理することにより町で行う公共
下水道から流入する汚水を処理している。

東部浄化センター 734-0056 広島県 広島市南区向洋沖町１番１号 18,570,700 41,883,788 3,302,823 12.68

600027
公益財団法人 広島県
下水道公社

734-0056 広島県 広島市南区向洋沖町１番１号
理事長 木原
健

下水道処理施
設維持管理業

広島県が施設する流域下水道処理施設の運転管理業
務の受託を行う事業である。３つの流域下水道事業処理
区において設置される終末処理場施設(各浄化センター)
や中継ポンプ場を運転管理することにより町で行う公共
下水道から流入する汚水を処理している。

芦田川浄化センター 721-0956 広島県 福山市箕沖町１０６番地 18,501,256 41,883,788 3,302,823 12.68

600027
公益財団法人 広島県
下水道公社

734-0056 広島県 広島市南区向洋沖町１番１号
理事長 木原
健

下水道処理施
設維持管理業

広島県が施設する流域下水道処理施設の運転管理業
務の受託を行う事業である。３つの流域下水道事業処理
区において設置される終末処理場施設(各浄化センター)
や中継ポンプ場を運転管理することにより町で行う公共
下水道から流入する汚水を処理している。

新浜中継ポンプ場 721-0951 広島県 福山市新浜町二丁目 1,101,324 41,883,788 3,302,823 12.68

600027
公益財団法人 広島県
下水道公社

734-0056 広島県 広島市南区向洋沖町１番１号
理事長 木原
健

下水道処理施
設維持管理業

広島県が施設する流域下水道処理施設の運転管理業
務の受託を行う事業である。３つの流域下水道事業処理
区において設置される終末処理場施設(各浄化センター)
や中継ポンプ場を運転管理することにより町で行う公共
下水道から流入する汚水を処理している。

沼田川浄化センター 723-0015 広島県 三原市円一町一丁目２番１号 3,710,508 41,883,788 3,302,823 12.68

600028 吉原冷蔵株式会社 700-0024 岡山県 岡山市北区駅元町５番１１号
代表取締役
吉原徹

冷蔵倉庫業
寄託を受けた冷凍、冷蔵貨物の入庫及び出庫、保管業
務

築港物流冷蔵倉庫 702-8053 岡山県 岡山市南区築港栄町１０番１ 1,356,579 1,563,807 239,782 6.52
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600029
株式会社ＪＦＥサンソセン
ター

721-0931 広島県 福山市鋼管町１番地
代表取締役社
長 上原正弘

圧縮ガス・液
化ガス製造業

酸素、窒素、アルゴンその他の工業用ガスの製造販売 福山工場 721-0931 広島県 福山市鋼管町１番地 554,104,915 826,719,559 27,984,245 29.54

600029
株式会社ＪＦＥサンソセン
ター

721-0931 広島県 福山市鋼管町１番地
代表取締役社
長 上原正弘

圧縮ガス・液
化ガス製造業

酸素、窒素、アルゴンその他の工業用ガスの製造販売 京浜工場 210-0868 神奈川県 川崎市川崎区扇島１番地 272,614,644 826,719,559 27,984,245 29.54

600030 下関ハム株式会社 752-0927 山口県 下関市長府扇町４－６６
代表取締役社
長 内田達也

肉加工品製造
業

親会社である株式会社フードリエの委託を受け、各種畜
産加工肉食品の製造、販売を行っている。

下関ハム株式会社 752-0927 山口県 下関市長府扇町４－６６ 4,783,536 4,783,536 701,201 6.82

600031 一畑電車株式会社 691-0001 島根県 出雲市平田町２２２６
代表取締役社
長 吉田伸司

普通鉄道業
高圧電気（直流1,500V）を用いて、鉄道（電車）により旅
客を輸送している。

一畑電車株式会社 691-0001 島根県 出雲市平田町２２２６ 3,990,996 3,990,996 450,889 8.85

600032
株式会社さかいみなと貿
易センター

684-0046 鳥取県 境港市竹内団地２５５ー３
代表取締役
堀田收

その他の不動
産賃貸業

冷蔵倉庫2棟（3,000㎡/棟）、普通倉庫1棟（1,701㎡/棟）
及びオフィス（356㎡）の賃貸管理。

物流支援施設 684-0046 鳥取県 境港市竹内団地２５７ 2,677,176 2,715,516 122,482 22.17

600033 水島リバーメント㈱ 712-8074 岡山県 倉敷市水島川崎通一丁目
取締役社長
岸史朗

セメント製造
業

高炉スラグと石こうを混合して微粉砕し、高炉スラグ微粉
末とする。これに原料セメントを混合して高炉セメントを
製造する。製品は原料セメントを搬入するセメント会社の
製品として出荷している。また、高炉スラグ微粉末は、単
味でも出荷している。

水島リバーメント㈱ 712-8074 岡山県 倉敷市水島川崎通一丁目 8,439,094 8,439,094 565,675 14.91

600034
公益財団法人鳥取県天
神川流域下水道公社

682-0722 鳥取県
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５
１７

理事長 長谷
川具章

下水道処理施
設維持管理業

鳥取県が設置する天神川流域下水道の運転管理に関
する業務を受託することを主たる業務とし、下水道の水
質分析等の受託、下水道技術者の養成、下水道技術の
調査研究、下水道知識の普及及び啓発等を行うことによ
り、県及び関連市町の下水道事業に協力し、もって地域
住民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水
質保全に寄与すること

公益財団法人鳥取県天神
川流域下水道公社（天神浄
化センター）

682-0722 鳥取県
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５
１７

5,421,072 5,421,072 521,157 10.40

600035 大成製紙株式会社 708-0841 岡山県 津山市川崎２００－１
代表取締役社
長 松田幸雄

板紙製造業 パルプ、古紙を使用した段ボール原紙の製造 大成製紙株式会社 708-0841 岡山県 津山市川崎２００番地１ 36,255,338 36,255,338 4,020,910 9.01

600036 株式会社 北川鉄工所 726-8610 広島県 府中市元町７７－１
代表取締役会
長兼社長 北
川祐治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製品は
国内外の自動車メーカーや建設機械メーカー等へ出荷
している。

中須工場 726-0012 広島県 府中市中須町５５４－３ 2,660,489 112,723,453 19,965,720 5.64

600036 株式会社 北川鉄工所 726-8610 広島県 府中市元町７７－１
代表取締役会
長兼社長 北
川祐治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製品は
国内外の自動車メーカーや建設機械メーカー等へ出荷
している。

福山工場 720-2413 広島県
福山市駅家町法成寺１６１３－１
０

19,538,196 112,723,453 19,965,720 5.64

600036 株式会社 北川鉄工所 726-8610 広島県 府中市元町７７－１
代表取締役会
長兼社長 北
川祐治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製品は
国内外の自動車メーカーや建設機械メーカー等へ出荷
している。

東京工場 331-9634 埼玉県
さいたま市北区吉野町１丁目４
０５－１

43,549,728 112,723,453 19,965,720 5.64

600036 株式会社 北川鉄工所 726-8610 広島県 府中市元町７７－１
代表取締役会
長兼社長 北
川祐治

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・成型することで各種鋳物製品の製造を行う。製品は
国内外の自動車メーカーや建設機械メーカー等へ出荷
している。

下川辺工場 726-0027 広島県 府中市篠根町１０００ 46,975,040 112,723,453 19,965,720 5.64

600037
一般社団法人境港水産
加工汚水処理公社

684-0034 鳥取県 境港市昭和町１２－１９
会長 竹中弘
治

下水道処理施
設維持管理業

団地内の水産加工場より排出された加工排水の浄化処
理及び処理過程で作られる乾燥菌体肥料の販売

一般社団法人境港水産加
工汚水処理公社

684-0034 鳥取県 境港市昭和町１２－１９ 1,190,895 1,190,895 112,233 10.61

600038 門田鋳工株式会社 720-0067 広島県 福山市西町２丁目１１番２１号
代表取締役
門田幸男

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて、溶解した鉄・ｽｸﾗｯﾌﾟを鋳型に注ぎ冷却
整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造物
は国内の工作機、船舶メーカー等様々な事業者に出荷
しています。

門田鋳工株式会社 720-0067 広島県 福山市西町２丁目１１番２１号 1,575,684 1,575,684 273,028 5.77

600039 中国砿業株式会社 718-0016 岡山県 新見市金谷４１番地
代表取締役
源吉嗣郎

他に分類され
ない窯業・土
石製品製造業

鉱山より採掘した石灰石を粉砕・分級することにより各
種重質炭酸カルシウムを製造する。製品は国内の塗
料、ゴム、プラスチック等の様々なユーザーに充填剤及
び補強剤として出荷している。

本社工場 718-0016 岡山県 新見市金谷４１番地 6,565,068 6,565,068 816,269 8.04

600040
株式会社エネルギア・ソ
リューション・アンド・サー
ビス

730-0051 広島県 広島市中区大手町３－７－５
取締役社長
信末一之

熱供給業
冷水・蒸気および温水をそごう広島店・広島バスセンター
および紙屋町地下街に供給している。

広島市紙屋町熱供給セン
ター

730-0011 広島県 広島市中区基町６－２７ 3,378,160 3,378,160 353,556 9.55

600041
ユニチカテキスタイル株
式会社

719-1195 岡山県 総社市中原８８番地
代表取締役社
長 山上清

綿紡績業 綿糸及び織物の製造 常盤工場 719-1195 岡山県 総社市中原８８番地 4,725,420 4,725,420 670,202 7.05

600042 株式会社セイユー 731-2104 広島県
山県郡北広島町大朝５２０６―２
６

代表取締役
俵俊輔

プラスチック製
容器製造業

プラスチック容器を製造する射出成形機を用いて、食
品、飲料水、化粧品及び洗剤等のプラスチック容器の製
造を行う。製造物は、主として国内の各種食品、飲料
水、化粧品及び洗剤メーカー等、様々な事業者に出荷し
ている。

大朝工場 731-2104 広島県
山県郡北広島町大朝５２０６－２
６

5,396,184 14,623,887 2,487,993 5.87

600042 株式会社セイユー 731-2104 広島県
山県郡北広島町大朝５２０６―２
６

代表取締役
俵俊輔

プラスチック製
容器製造業

プラスチック容器を製造する射出成形機を用いて、食
品、飲料水、化粧品及び洗剤等のプラスチック容器の製
造を行う。製造物は、主として国内の各種食品、飲料
水、化粧品及び洗剤メーカー等、様々な事業者に出荷し
ている。

白木工場 739-1301 広島県 広島市安佐北区白木町井原 1,142,622 14,623,887 2,487,993 5.87
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600042 株式会社セイユー 731-2104 広島県
山県郡北広島町大朝５２０６―２
６

代表取締役
俵俊輔

プラスチック製
容器製造業

プラスチック容器を製造する射出成形機を用いて、食
品、飲料水、化粧品及び洗剤等のプラスチック容器の製
造を行う。製造物は、主として国内の各種食品、飲料
水、化粧品及び洗剤メーカー等、様々な事業者に出荷し
ている。

富士芝川工場 419-0313 静岡県 富士宮市西山２５３０－１ 8,085,081 14,623,887 2,487,993 5.87

600043 友鉄工業株式会社 731-0231 広島県
広島市安佐北区亀山２－２４－
１４

代表取締役
友廣和照

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却、成形することで各種鋳物製品の製造を行なう。製造
物は国内の自動車メーカー、部品メーカーに出荷してい
る。

本社 安佐工場 731-1142 広島県
広島市安佐北区安佐町飯室６１
５１－１ 他

11,925,533 12,678,599 2,248,964 5.63

600044 備北粉化工業株式会社 718-0017 岡山県 新見市西方７０４
代表取締役社
長 加藤清一

鉱物・土石粉
砕等処理業

採掘した石灰石を粉砕･分級し、ｸﾞﾚｰﾄﾞごとに紙袋やﾌﾚｺ
ﾝﾊﾞｯｸﾞに詰めた製品及びﾊﾟｳﾀﾞｰ状の石灰石に水を加え
混ぜ合わせた製品の製造、販売を行っている。

新見工場 718-0017 岡山県 新見市西方７０４ 40,816,920 62,963,517 4,997,288 12.59

600044 備北粉化工業株式会社 718-0017 岡山県 新見市西方７０４
代表取締役社
長 加藤清一

鉱物・土石粉
砕等処理業

採掘した石灰石を粉砕･分級し、ｸﾞﾚｰﾄﾞごとに紙袋やﾌﾚｺ
ﾝﾊﾞｯｸﾞに詰めた製品及びﾊﾟｳﾀﾞｰ状の石灰石に水を加え
混ぜ合わせた製品の製造、販売を行っている。

唐櫃鉱山 718-0303 岡山県 新見市哲多町本郷１０７３ 1,087,140 62,963,517 4,997,288 12.59

600044 備北粉化工業株式会社 718-0017 岡山県 新見市西方７０４
代表取締役社
長 加藤清一

鉱物・土石粉
砕等処理業

採掘した石灰石を粉砕･分級し、ｸﾞﾚｰﾄﾞごとに紙袋やﾌﾚｺ
ﾝﾊﾞｯｸﾞに詰めた製品及びﾊﾟｳﾀﾞｰ状の石灰石に水を加え
混ぜ合わせた製品の製造、販売を行っている。

福島工場 963-4111 福島県
田村市大越町上大越字大日前
２－２

19,025,119 62,963,517 4,997,288 12.59

600044 備北粉化工業株式会社 718-0017 岡山県 新見市西方７０４
代表取締役社
長 加藤清一

鉱物・土石粉
砕等処理業

採掘した石灰石を粉砕･分級し、ｸﾞﾚｰﾄﾞごとに紙袋やﾌﾚｺ
ﾝﾊﾞｯｸﾞに詰めた製品及びﾊﾟｳﾀﾞｰ状の石灰石に水を加え
混ぜ合わせた製品の製造、販売を行っている。

大滝根鉱山 963-4111 福島県
田村市大越町上大越字大平１４
０

1,970,033 62,963,517 4,997,288 12.59

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 米子物流センター 683-0845 鳥取県 米子市旗ケ崎２１４５ 1,665,402 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 広島物流センター 733-0832 広島県 広島市西区草津港１－７－３ 2,880,343 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 宇品物流センター 734-0011 広島県
広島市南区宇品海岸３－１１－
２６

2,682,084 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 鳴門物流センター 771-0212 徳島県
板野郡松茂町中喜来字福有開
拓３０８－５

1,836,363 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管
徳島マリンピア物流セン
ター

770-0873 徳島県 徳島市東沖洲２－６６ 1,553,642 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 高知物流センター 781-0112 高知県 高知市仁井田字新港４７００ 1,399,849 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 高松東物流センター 760-0065 香川県 高松市朝日町６－５７２ 1,369,716 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 高松西物流センター 761-8031 香川県 高松市郷東町７９６ 2,338,144 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 松山物流センター 791-8006 愛媛県 松山市安城寺町２２１ 3,138,746 21,654,996 3,496,021 6.19

600045
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス中四国

733-0832 広島県
広島市西区草津港１丁目７番３
号

代表取締役
大西喜昭

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵品の仕分け保管 伊予松前物流センター 791-3102 愛媛県
伊予郡松前町北黒田字戎４２－
１

1,133,217 21,654,996 3,496,021 6.19

600046 シャープ米子株式会社 689-3524 鳥取県
米子市石州府字大塚ノ弐６５０
番

代表取締役社
長 今井明

液晶パネル・
フラットパネル
製造業

生産装置を用いてガラス基板にアレイ回路と、ｶﾗｰﾌｨﾙ
ﾀｰを形成したものに液晶を封入して貼り合わせて、偏光
板を貼り付けて液晶パネルを製造している。製造した液
晶パネルは、シャープ（株）へ出荷している。

シャープ米子株式会社本
社工場

689-3524 鳥取県
米子市石州府字大塚ノ弐６５０
番

43,252,680 43,252,680 2,294,811 18.84

600047 チタン工業株式会社 755-8567 山口県
宇部市大字小串１９７８番地の２
５

代表取締役社
長執行役員
渡邉一

その他の無機
化学工業製品
製造業

酸化鉄の製造及び販売 宇部工場 755-8567 山口県
宇部市大字小串１９７８番地の２
５

14,300,703 14,300,703 1,912,073 7.47

600048
株式会社西日本ア
チューマットクリーン

703-8245 岡山県 岡山市中区藤原５０番地の１
代表取締役
藏本悟

他に分類され
ないその他の
製造業

廃プラスチック類を製造 処理契約の企業から収集 して、
木屑・廃プラスチックを破砕機で破砕し、木屑及び廃プラ
スチックの破砕材料をミックスして、成型機に投入し、ＲＰ
Ｆ（固形化燃料）を生産して日本製紙・日本大昭和板紙・
大王製紙・兵庫パルプに出荷している。

赤磐工場 701-2225 岡山県 赤磐市山口２１３１－４ 1,107,888 1,107,888 132,901 8.33

600049 福山冷凍株式会社 721-0952 広島県 福山市曙町４－１３－１６
代表取締役
林東詩展

冷蔵倉庫業 寄託荷物の冷蔵（凍）保管及び入出庫作業 福山冷凍株式会社本社 721-0952 広島県 福山市曙町四丁目１３番１６号 1,176,804 1,649,069 178,131 9.25

600050 大和重工株式会社 731-0221 広島県
広島市安佐北区可部１－２１－
２３

代表取締役社
長 田中保昭

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄や鉄スクラップを鋳型に注
ぎ、冷却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行う。
製造物は、国内の工作機械メーカー等、様々な事業者
に出荷している。

本社工場 731-0221 広島県
広島市安佐北区可部１－２１－
２３

6,759,822 6,759,822 1,175,556 5.75

600051 株式会社アキオカ 713-8103 岡山県 倉敷市玉島乙島８２５２－３５
代表取締役
秋岡義典

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却造型することで各種鋳物製品の製造を行う。製造物は
国内の建設機械メーカー等、様々な事業者に出荷してい
る。

株式会社アキオカ 713-8103 岡山県 倉敷市玉島乙島８２５２－３５ 12,910,648 12,910,648 2,108,908 6.12

600052 立花容器株式会社 713-8123 岡山県 倉敷市玉島柏島７０４７
代表取締役
岡野邦男

プラスチック製
容器製造業

射出成形機及び二軸延伸ブロー成形機を用いて主にプ
ラスチック製食品容器、ＰＥＴボトルの製造を行っている。
製品は国内の食品メーカーに出荷している。

立花容器株式会社 本社
工場

714-1225 岡山県 小田郡矢掛町浅海３８５－１ 6,092,520 8,222,076 1,238,477 6.63

600052 立花容器株式会社 713-8123 岡山県 倉敷市玉島柏島７０４７
代表取締役
岡野邦男

プラスチック製
容器製造業

射出成形機及び二軸延伸ブロー成形機を用いて主にプ
ラスチック製食品容器、ＰＥＴボトルの製造を行っている。
製品は国内の食品メーカーに出荷している。

立花容器株式会社 玉島
工場

713-8125 岡山県 倉敷市玉島勇崎１２８６ 2,129,556 8,222,076 1,238,477 6.63

77 / 88 ページ



氏名／名称
（法人であれ
ば）代表者名

事業名 事業の概要 名称
当該事業所における
年間の申請事業に係
る電気使用量（kWh）

当該事業の電気
使用量（kWh）

当該事業の売上
高（千円）

当該事業の原
単位
（kWh/千円）

申請番号

事業者 事業所 原単位

住所 所在地

600053 佐藤農機鋳造株式会社 721-0966 広島県 福山市手城町３－２５－２５
代表取締役社
長 佐藤明三

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解したスクラップを型枠に注ぎ冷却成
型する事で、各種鋳物製品の製造を行う。国内の自動
車以外の様々な事業者に納入している。

本社：鋳造工場 721-0966 広島県 福山市手城町３－２５－２５ 6,816,132 6,816,132 1,208,859 5.63

600054 富士鋳造有限会社 702-8002 岡山県 岡山市中区桑野５１８番地の１４
代表取締役
木下雅文

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて、溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の鋳造を行う。製造
物は、農業用機械部品、繊維機械部品等、さまざまな事
業者（淵本重工業、アサゴエ工業等）に出荷している。

富士鋳造有限会社 702-8002 岡山県 岡山市中区桑野５１８番地の１４ 1,721,309 1,721,309 137,744 12.49

600055 中央冷蔵株式会社 733-0832 広島県 広島市西区草津港１－７－７
代表取締役社
長 山口高志

冷蔵倉庫業
荷主から冷凍食品を預かり、冷凍倉庫にて保管する業
務

中央冷蔵株式会社 733-0832 広島県 広島市西区草津港１－７－７ 1,020,114 1,020,114 145,101 7.03

600056 双葉金属株式会社 710-0036 岡山県 倉敷市粒浦４６５番地
代表取締役
荒木正裕

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却・整形することで、各種鋳物製品の製造を行なう。 製
造物は、国内外の一般産業機械等、様々な事業者に出
荷している。

双葉金属株式会社 710-0016 岡山県 倉敷市中庄２２９３番地２ 2,074,032 2,074,032 335,850 6.17

600057 有限会社山陰クリエート 683-0102 鳥取県 米子市和田町２１６２番地１
代表取締役
門脇季美枝

産業廃棄物処
分業

廃棄物の 破砕圧縮固化施設を用いて産業廃棄物及び
一般廃棄物の処理を行い、廃棄物から再資源化製品で
あるＲＰＦ（固形燃料）を製造する。製造物は、国内の製
紙メーカー等のボイラー燃料として出荷している。

ＲＰＦ製造工場 683-0101 鳥取県 米子市大篠津町３０１３番地１ 2,803,181 2,803,181 266,334 10.52

600058 株式会社オガワエコノス 726-0013 広島県 府中市高木町５０２－１０
代表取締役
小川勲

他に分類され
ないその他の
製造業

排出事業者より排出された産業廃棄物（廃プラスチック
類、木くず等）を処理（破砕、混合、成形）し固形燃料（Ｒ
ＰＦ）の製造を行う。製造したＲＰＦは国内製紙会社に出
荷している。

鵜飼工場 726-0002 広島県 府中市鵜飼町８００－１１３ 1,685,199 6,693,803 1,016,288 6.58

600058 株式会社オガワエコノス 726-0013 広島県 府中市高木町５０２－１０
代表取締役
小川勲

他に分類され
ないその他の
製造業

排出事業者より排出された産業廃棄物（廃プラスチック
類、木くず等）を処理（破砕、混合、成形）し固形燃料（Ｒ
ＰＦ）の製造を行う。製造したＲＰＦは国内製紙会社に出
荷している。

岡山工場 709-4321 岡山県 勝田郡勝央町太平台８９－８ 2,985,627 6,693,803 1,016,288 6.58

600058 株式会社オガワエコノス 726-0013 広島県 府中市高木町５０２－１０
代表取締役
小川勲

他に分類され
ないその他の
製造業

排出事業者より排出された産業廃棄物（廃プラスチック
類、木くず等）を処理（破砕、混合、成形）し固形燃料（Ｒ
ＰＦ）の製造を行う。製造したＲＰＦは国内製紙会社に出
荷している。

仙台工場 981-3408 宮城県
黒川郡大和町松坂平８－３－１
３

2,022,977 6,693,803 1,016,288 6.58

600059
ＪＦＥロックファイバー株
式会社

712-8074 岡山県
倉敷市水島川崎通１丁目１番地
の１

代表取締役社
長 納雅夫

ロックウール・
同製品製造業

製鉄所の高炉から発生するスラグを主原料としてロック
ウールを製造し販売する。

本社・工場 712-8074 岡山県
倉敷市水島川崎通１丁目１番地
の１

36,429,179 36,429,179 5,696,457 6.39

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

浦和 336-0977 埼玉県 さいたま市緑区上野田９２４ 4,536,578 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

厚木 243-0205 神奈川県 厚木市棚沢１１６５－２ 5,577,412 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

一宮第二 491-0201 愛知県 一宮市奥町風田４０－１ 2,183,137 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

高槻 569-0841 大阪府 高槻市西面北一丁目７－１ 4,084,627 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

六甲アイランド 658-0033 兵庫県
神戸市東灘区向洋町西６丁目２
０番４

3,706,566 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

甲子園 663-8155 兵庫県 西宮市甲子園浜三丁目１ 1,791,880 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

岡山第一 701-0112 岡山県 倉敷市下庄８０８－１ 1,287,912 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

岡山第三 701-0112 岡山県 倉敷市下庄８５５－１ 1,755,204 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

広島西 733-0832 広島県 広島市西区草津港二丁目８－７ 1,569,450 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

沼田第一 731-3169 広島県
広島市安佐南区伴西三丁目６
番１５号

1,373,916 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

善通寺 765-0053 香川県 善通寺市生野町２９０－１ 1,853,996 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

福岡第一 811-2502 福岡県
糟屋郡久山町大字山田１４００
－１

2,698,272 39,312,200 6,202,969 6.33

600060 シモハナ物流株式会社 731-4323 広島県
安芸郡坂町横浜中央１丁目６－
３０

代表取締役
下花実

冷蔵倉庫業
食品を保管する冷蔵冷凍及び常温倉庫設備の提供とそ
の管理運営。

福岡第二 811-2502 福岡県 糟屋郡久山町山田１５１５－１ 1,442,640 39,312,200 6,202,969 6.33

600061 協和冷蔵株式会社 733-0832 広島県
広島市西区草津港一丁目６番１
０号

代表取締役社
長 田中陽子

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵保管サービス 本社広島物流センター 733-0832 広島県 広島市西区草津港１－６－１０ 3,096,504 8,598,948 1,382,833 6.21

600061 協和冷蔵株式会社 733-0832 広島県
広島市西区草津港一丁目６番１
０号

代表取締役社
長 田中陽子

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵保管サービス 広島流通加工センター 731-5161 広島県
広島市佐伯区五日市港３－２２
－３

1,378,236 8,598,948 1,382,833 6.21
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600061 協和冷蔵株式会社 733-0832 広島県
広島市西区草津港一丁目６番１
０号

代表取締役社
長 田中陽子

冷蔵倉庫業 冷凍・冷蔵保管サービス 福岡物流センター 813-0018 福岡県
福岡市東区香椎浜ふ頭２－２－
２０

4,124,208 8,598,948 1,382,833 6.21

600062 アサゴエ工業株式会社 701-0206 岡山県 岡山市南区箕島５５７番地の４
代表取締役
藤原愼二

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉とキュポラ炉を用いて銑鉄、スクラップ他を溶解
し、鋳型に注ぎ、冷却、加工する事で各種鋳物製品の製
造を行う。製造品は、建機メーカー、自動車メーカー等
様々な取引先に出荷している。

本社工場 701-0206 岡山県 岡山市南区箕島５５７番地の４ 5,006,448 46,053,624 7,606,012 6.05

600062 アサゴエ工業株式会社 701-0206 岡山県 岡山市南区箕島５５７番地の４
代表取締役
藤原愼二

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉とキュポラ炉を用いて銑鉄、スクラップ他を溶解
し、鋳型に注ぎ、冷却、加工する事で各種鋳物製品の製
造を行う。製造品は、建機メーカー、自動車メーカー等
様々な取引先に出荷している。

御津工場 709-2124 岡山県 岡山市北区御津高津１２０－２８ 39,723,360 46,053,624 7,606,012 6.05

600062 アサゴエ工業株式会社 701-0206 岡山県 岡山市南区箕島５５７番地の４
代表取締役
藤原愼二

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉とキュポラ炉を用いて銑鉄、スクラップ他を溶解
し、鋳型に注ぎ、冷却、加工する事で各種鋳物製品の製
造を行う。製造品は、建機メーカー、自動車メーカー等
様々な取引先に出荷している。

精機第１工場 701-0113 岡山県 倉敷市栗坂８１０－１２ 1,323,816 46,053,624 7,606,012 6.05

700001 株式会社 越智鋳造所 791-0522 愛媛県 西条市丹原町田野上方１０１６
代表取締役社
長 越智優

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注湯し冷
却・整形することで各種鋳物製品の製造を行なう。製造
物は国内の自動車、農機など様々なメーカーに出荷して
いる。

西条工場 791-0522 愛媛県 西条市丹原町田野上方１０１６ 12,420,497 13,518,001 2,027,986 6.66

700001 株式会社 越智鋳造所 791-0522 愛媛県 西条市丹原町田野上方１０１６
代表取締役社
長 越智優

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注湯し冷
却・整形することで各種鋳物製品の製造を行なう。製造
物は国内の自動車、農機など様々なメーカーに出荷して
いる。

大府工場 474-0023 愛知県 大府市大東町３丁目３７ 1,097,504 13,518,001 2,027,986 6.66

700002 株式会社豊和工業 791-0522 愛媛県 西条市丹原町田野上方１０１６
代表取締役社
長 豊田浩史

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ、冷
却し成形する事で各種の鋳物製品の製造を行う。製造
物は国内外の建設機械メーカー等の様々な事業者に供
給されている。

株式会社豊和工業 791-0255 愛媛県 西条市丹原町田野上方１０１６ 5,540,213 5,540,213 833,499 6.64

700003
公益財団法人 香川県
下水道公社

769-0221 香川県
綾歌郡宇多津町字吉田４００１
番地４

理事長 西原
義一

下水道処理施
設維持管理業

家庭や工場などから排出された下水を受け入れ浄化し、
排水基準値以下で公共水域に放流している。これらの
処理システム全般の維持管理を実施している。（対象地
域：坂出市、丸亀市、宇多津町、綾川町）

中讃流域下水道大束川浄
化センター

769-0221 香川県
綾歌郡宇多津町字吉田４００１
番地４

3,597,125 6,384,154 652,122 9.78

700003
公益財団法人 香川県
下水道公社

769-0221 香川県
綾歌郡宇多津町字吉田４００１
番地４

理事長 西原
義一

下水道処理施
設維持管理業

家庭や工場などから排出された下水を受け入れ浄化し、
排水基準値以下で公共水域に放流している。これらの
処理システム全般の維持管理を実施している。（対象地
域：坂出市、丸亀市、宇多津町、綾川町）

中讃流域下水道金倉川浄
化センター

764-0021 香川県
仲多度郡多度津町堀江５丁目１
０－１

2,476,923 6,384,154 652,122 9.78

700004 東洋電化工業株式会社 780-8525 高知県 高知市萩町二丁目２番２５号
代表取締役社
長 入交建太

その他の無機
化学工業製品
製造業

石灰石、ｺｰｸｽ、ﾘﾝ鉱石、ﾌｪﾛｼﾘｺﾝ、金属ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等の
無機系原料を電気炉等の高温処理設備にて処理を行
い、ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞｲﾄﾞ、炭酸ｶﾙｼｳﾑ、ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ、黒鉛球
状化剤、接種剤などの製品を製造し国内・中国をはじめ
としたｱｼﾞｱ各国のﾕｰｻﾞｰへ納入している。

本社工場 780-8525 高知県 高知市萩町二丁目２番２５号 91,197,753 91,197,753 13,781,780 6.61

700005
高松琴平電気鉄道株式
会社

760-0073 香川県 高松市栗林町２丁目１９番２０号
代表取締役社
長 真鍋康正

普通鉄道業

当社の鉄道線は高松市の中心街にある｢瓦町駅｣を基点
として、市内への通勤、通学客や、沿線の｢栗林公園｣｢
屋島｣｢金刀比羅宮｣など観光地への足として三方向に延
びている営業キロ60.0キロの地方鉄道であります。

瓦町変電所他 760-0049 香川県 高松市八坂町３番地１ 17,343,810 17,343,810 2,827,164 6.13

700006 株式会社菱進テック 793-0003 愛媛県 西条市ひうち１８番地９
代表取締役
藤井壮

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

半導体試験装置を用いて、半導体ウェハー上に形成さ
れた集積回路が正常に機能するかを確認するウェハー
テスト等を行う。

本社工場 793-0003 愛媛県 西条市ひうち１８番地９ 17,091,970 17,091,970 1,510,721 11.31

700007 株式会社栗田鋳造所 791-0522 愛媛県
西条市丹原町田野上方１０１６
番地

代表取締役社
長 栗田孝一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した銑鉄及び鉄スクラップを鋳型に
注ぎ冷却、整形することで各種鋳物製品の製造を行う。
製造物は国内建機メーカー等様々な事業者に出荷して
いる。

株式会社栗田鋳造所 791-0522 愛媛県
西条市丹原町田野上方１０１６
番地

9,008,663 9,008,663 1,566,382 5.75

700008 松山オキシトン株式会社 760-0065 香川県 高松市朝日町５丁目１４番１号
取締役社長
太田賀久

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷式空気分離装置を用いて酸素ガス・窒素ガス・液化
酸素・液化窒素・液化アルゴンの製造を行う。製造物は
国内の様々な事業者に出荷している。

松山工場 791-3131 愛媛県
伊予郡松前町大字北川原塩屋
西２０３５

18,986,460 18,986,460 346,558 54.78

700009 城山製紙株式会社 799-0121 愛媛県 四国中央市上分町３０１－１
代表取締役
金子武正

機械すき和紙
製造業

金属用中性紙・タイル用原紙 他 工業用特殊紙の製造
販売 主たる顧客は、ステンレス・アルミ・伸銅品メーカー

城山製紙株式会社 799-0121 愛媛県 四国中央市上分町３０１－１ 7,526,970 7,526,970 1,213,899 6.20

700010 愛媛パルプ協同組合 799-0101 愛媛県 四国中央市川之江町４１５－１
代表理事 伊
藤俊一郎

その他のパル
プ・紙・紙加工
品製造業

古紙から100％再生パルプを製造しており、各組合員（製
紙会社）様にパルプ原料として販売する。

愛媛パルプ協同組合 799-0101 愛媛県 四国中央市川之江町４１５－１ 28,042,363 28,042,363 2,634,055 10.64

700011 エビス紙料株式会社 769-1615 香川県
観音寺市大野原町丸井８１７－
２２

代表取締役
海田周治

他に分類され
ないその他の
製造業

主に紙くずや廃プラスチックを原料として、それらを選
別、破砕、圧縮成形して固形燃料の製造を行っている。

四国工場（RPF製造） 769-1615 香川県
観音寺市大野原町丸井９０２－
３

4,010,645 7,822,894 711,816 10.99

700011 エビス紙料株式会社 769-1615 香川県
観音寺市大野原町丸井８１７－
２２

代表取締役
海田周治

他に分類され
ないその他の
製造業

主に紙くずや廃プラスチックを原料として、それらを選
別、破砕、圧縮成形して固形燃料の製造を行っている。

愛媛工場 799-0101 愛媛県 四国中央市川之江町４０８７－３ 3,812,249 7,822,894 711,816 10.99

700012 有限会社エコテック 768-0104 香川県 三豊市山本町神田３７３６－１
代表取締役
海田周治

プラスチック成
形材料製造業

回収したプラスチックを粉砕、ルーダー加工して再生ペ
レットの製造を行っている。

四国工場 768-0104 香川県 三豊市山本町神田３７３６－１ 2,175,480 2,923,943 292,559 9.99
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700014 有限会社ダイイチ冷蔵 799-1507 愛媛県 今治市東村南１丁目４－３８
代表取締役
吉井洋補

冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業 有限会社ダイイチ冷蔵 799-1507 愛媛県 今治市東村南１丁目４－３８ 1,347,543 1,347,543 78,069 17.26

700015
常裕パルプ工業株式会
社

799-0431 愛媛県 四国中央市寒川町８３０番地
代表取締役
井川達也

パルプ製造業 建材向け古紙パルプ製造業
常裕パルプ工業株式会社
本社工場

799-0431 愛媛県 四国中央市寒川町８３０ 1,975,558 11,392,138 1,867,235 6.10

700015
常裕パルプ工業株式会
社

799-0431 愛媛県 四国中央市寒川町８３０番地
代表取締役
井川達也

パルプ製造業 建材向け古紙パルプ製造業
常裕パルプ工業株式会社
寒川工場

799-0431 愛媛県 四国中央市寒川町２５１２ 2,808,541 11,392,138 1,867,235 6.10

700015
常裕パルプ工業株式会
社

799-0431 愛媛県 四国中央市寒川町８３０番地
代表取締役
井川達也

パルプ製造業 建材向け古紙パルプ製造業
常裕パルプ工業株式会社
香川工場

768-0102 香川県 三豊市山本町大野３５０－１ 2,850,911 11,392,138 1,867,235 6.10

700015
常裕パルプ工業株式会
社

799-0431 愛媛県 四国中央市寒川町８３０番地
代表取締役
井川達也

パルプ製造業 建材向け古紙パルプ製造業
常裕パルプ工業株式会社
波崎工場

314-0255 茨城県 神栖市砂山２６９９－８ 3,757,128 11,392,138 1,867,235 6.10

700016 松山酸素株式会社 791-8044 愛媛県 松山市西垣生町２８７７番地
代表取締役
岡本治

圧縮ガス・液
化ガス製造業

空気を空気圧縮機で圧縮し、精留塔に送り込みます。精
留塔で酸素と窒素に分離し、貯蔵したガスをタンクロー
リーへ充てんし、ユーザーに供給します。また、ユーザー
の用途により、ガスボンベにも充てんし、供給していま
す。 酸素は主に溶断や医療用として、窒素は主に消火
用や保安用の用途で販売しています。

松山酸素株式会社 791-8044 愛媛県 松山市西垣生町２８７７番地 20,633,310 20,633,310 437,780 47.13

700017 四国液酸株式会社 793-0003 愛媛県 西条市ひうち８番地の１０
代表取締役社
長 永田研二

圧縮ガス・液
化ガス製造業

大気を原料に空気分離装置で酸素、窒素、アルゴンを製
造する。

四国液酸株式会社 793-0003 愛媛県
西条市ひうち字西ひうち８番地
の１０

37,617,640 37,617,640 771,193 48.77

700018
サヌキ畜産フーズ株式
会社

769-1101 香川県
三豊市詫間町詫間２１１２－１４
０

代表取締役
増田浩

冷蔵倉庫業 冷凍冷蔵倉庫保管業務ならび賃貸業務 冷凍倉庫事業部 769-1101 香川県
三豊市詫間町詫間２１１２番地３
１

1,450,618 1,450,618 133,774 10.84

700019
宇治電化学工業株式会
社

780-8010 高知県 高知市桟橋通５丁目７－３４
代表取締役社
長 西山彰一

研磨材製造業
鉱物を電気炉で溶融してできたインゴットを粉砕・整粒す
る事で人造研磨材の製造を行う。

本社工場 780-8010 高知県 高知市桟橋通５丁目７－３４ 6,306,020 6,306,020 728,030 8.66

700020 高知重炭株式会社 780-0814 高知県 高知市稲荷町９－１４
代表取締役社
長 小松秀明

鉱物・土石粉
砕等処理業

重質炭酸カルシウム製造および販売。主な用途として火
力発電所の排煙脱琉材、アスファルト舗装用のフィラー
材、飼料用、肥料用、スポーツライン用がある。

春野工場 781-0302 高知県
高知市春野町弘岡中１０６３番
地

1,599,333 1,599,333 253,082 6.31

700021 田中石灰工業株式会社 783-0084 高知県 南国市稲生３１８５番地
代表取締役
田中克也

廃プラスチック
製品製造業

使用済みプラスチックを選別、粉砕、洗浄、脱水、乾燥及
び造粒して再生プラスチック原料を製造する。

高知プラスチック再生セン
ター

781-0112 高知県 高知市仁井田４６０９ 2,138,925 10,381,461 1,300,604 7.98

700021 田中石灰工業株式会社 783-0084 高知県 南国市稲生３１８５番地
代表取締役
田中克也

廃プラスチック
製品製造業

使用済みプラスチックを選別、粉砕、洗浄、脱水、乾燥及
び造粒して再生プラスチック原料を製造する。

旭川プラスチック再生セン
ター

078-1332 北海道 上川郡当麻町宇園別２区 8,242,536 10,381,461 1,300,604 7.98

700022 すくも湾漁業協同組合 788-0261 高知県
宿毛市小筑紫町田ノ浦１３３７－
２

組合長 浦尻
和伸

製氷業
組合員（漁業者）に対し氷を供給するとともに、組合員の
漁獲物の冷凍、冷蔵を行う。

すくも湾漁協中央市場 788-0261 高知県
宿毛市小筑紫町田ノ浦１３４０－
２

1,641,668 2,746,204 96,284 28.52

700023 丸三産業株式会社 795-8508 愛媛県 大洲市徳森字渡１３４９
代表取締役社
長 菊池元宏

フェルト・不織
布製造業

原料を異物除去・シート状に加工し、衛生材料・化粧用
コットン等の素材として、国内外の主要メーカー等に出荷
している

西条工場 793-0003 愛媛県 西条市ひうち３番地４ 10,148,810 12,119,311 2,025,474 5.98

700024 株式会社クリタ 793-0046 愛媛県 西条市港１番地１
代表取締役社
長 栗田陽一

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて溶解した溶湯を鋳型に注湯し、冷却、整
形することで、各種鋳物製品の製造を行う。製造物は国
内の二輪メーカー、水道機器メーカー、産業機械関連の
様々な事業者に出荷している。

株式会社クリタ 793-0046 愛媛県 西条市港１番地１ 9,302,216 9,302,216 1,152,318 8.07

800001
杉プラスチック工業株式
会社

830-0413 福岡県
三潴郡大木町上牟田口７４８－
１

代表取締役社
長 本村和也

プラスチック製
容器製造業

プラスチック製器（ＰＥＴボトル、ポリ容器キャップ）の製造
販売

杉プラスチック工業第一工
場

830-0413 福岡県
三潴郡大木町上牟田口７４８－
１

5,973,792 13,265,856 2,314,630 5.73

800001
杉プラスチック工業株式
会社

830-0413 福岡県
三潴郡大木町上牟田口７４８－
１

代表取締役社
長 本村和也

プラスチック製
容器製造業

プラスチック製器（ＰＥＴボトル、ポリ容器キャップ）の製造
販売

杉プラスチック工業第二工
場

830-0413 福岡県
三潴郡大木町上牟田口７２５－
１

4,220,880 13,265,856 2,314,630 5.73

800001
杉プラスチック工業株式
会社

830-0413 福岡県
三潴郡大木町上牟田口７４８－
１

代表取締役社
長 本村和也

プラスチック製
容器製造業

プラスチック製器（ＰＥＴボトル、ポリ容器キャップ）の製造
販売

杉プラスチック工業第三工
場

831-0022 福岡県 大川市下木佐木２３４ 3,071,184 13,265,856 2,314,630 5.73

800002
佐世保製氷冷蔵株式会
社

858-0918 長崎県 佐世保市相浦町２６７８
代表取締役
髙月守

製氷業 水産氷の製造販売 佐世保製氷冷蔵株式会社 858-0918 長崎県 佐世保市相浦町２６７８ 2,251,503 2,251,503 216,395 10.40

800003
アサヒ再生ゴム株式会
社

849-0101 佐賀県
三養基郡みやき町原古賀５８１
０番地

代表取締役
廣田知文

再生ゴム製造
業

粉砕設備を用いて粉末化したゴムを脱硫し、練って整形
することで再生ゴムの製造を行う。製造物は国内のタイ
ヤメーカー等、様々な事業者に出荷している。

佐賀工場 849-0101 佐賀県
三養基郡みやき町原古賀５８１
０番地

6,682,680 6,682,680 996,437 6.70

800004 株式会社エコウッド 808-0021 福岡県
北九州市若松区響町１－１２－
１

代表取締役
石本康治

プラスチック異
形押出製品製
造業

自社で粉砕した廃木材、廃プラスチックを主原料とし、加
熱溶解させ金型を通し、成型、冷却することで建築資材
の製造を行う。 製造物は学校等の公共施設・民間商業
施設等に使用されている。

株式会社エコウッド 808-0021 福岡県
北九州市若松区響町１－１２－
１

5,743,708 5,743,708 1,013,236 5.66

800005 新興産業株式会社 813-0024 福岡県
福岡市東区大字名子字江辻河
原５７０－１

代表取締役
小池真司

廃プラスチック
製品製造業

プラスチック成型工場のロスおよび市場回収プラスチック
の粉砕および溶融固化によりリサイクル原料を製造し、
プラスチック成型メーカーに販売・出荷している。

本社工場 813-0024 福岡県
福岡市東区大字名子字江辻河
原５７０－１

1,781,242 6,395,760 1,139,357 5.61

800005 新興産業株式会社 813-0024 福岡県
福岡市東区大字名子字江辻河
原５７０－１

代表取締役
小池真司

廃プラスチック
製品製造業

プラスチック成型工場のロスおよび市場回収プラスチック
の粉砕および溶融固化によりリサイクル原料を製造し、
プラスチック成型メーカーに販売・出荷している。

大分工場 879-0604 大分県 豊後高田市大字美和１９－１ 3,133,704 6,395,760 1,139,357 5.61

800005 新興産業株式会社 813-0024 福岡県
福岡市東区大字名子字江辻河
原５７０－１

代表取締役
小池真司

廃プラスチック
製品製造業

プラスチック成型工場のロスおよび市場回収プラスチック
の粉砕および溶融固化によりリサイクル原料を製造し、
プラスチック成型メーカーに販売・出荷している。

福岡工場 811-0104 福岡県 糟屋郡新宮町的野７２７－１ 1,480,814 6,395,760 1,139,357 5.61
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800006 株式会社きのこの里 830-0403 福岡県
三潴郡大木町大字大角８０８番
地

代表取締役
北島良信

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

農業（きのこ栽培） きのこの培地を専用のビンに詰めて
殺菌し、きのこの種菌を接種後に７０日掛けて菌の増殖
培養を行う。培養完了後に菌掻きを行うことできのこの
発生を促し３週間後に収穫する。収穫したきのこはその
日のうちに包装し、主に九州の市場関係を通じ販売して
いる。また、一部その他きのこ等を仕入れて販売してい
る。

株式会社きのこの里 830-0403 福岡県
三潴郡大木町大字大角８０８番
地

3,531,995 3,531,995 598,533 5.90

800007 株式会社諫早住宅産業 854-0071 長崎県 諫早市永昌東町１３番３号
代表取締役
村田省三

冷蔵倉庫業 冷蔵・冷凍食品の保管及び入出庫業務。 新港冷蔵庫 851-2206 長崎県 長崎市三京町６４６－２２ 1,313,310 2,250,894 152,110 14.79

800008 井上製氷冷蔵株式会社 832-0827 福岡県 柳川市三橋町蒲船津１１２番地
代表取締役
井上裕文

冷蔵倉庫業
冷蔵・冷凍食品等のﾌﾟﾗｽ10℃以下の温度帯の物品を保
管並びに付帯する作業。

三橋工場 832-0827 福岡県 柳川市三橋町蒲船津１１２番地 1,232,545 3,163,644 330,458 9.57

800008 井上製氷冷蔵株式会社 832-0827 福岡県 柳川市三橋町蒲船津１１２番地
代表取締役
井上裕文

冷蔵倉庫業
冷蔵・冷凍食品等のﾌﾟﾗｽ10℃以下の温度帯の物品を保
管並びに付帯する作業。

八女物流センター 834-0061 福岡県 八女市今福６３９番地 1,252,600 3,163,644 330,458 9.57

800009
ユニチカスピニング株式
会社

859-4518 長崎県 松浦市志佐町池成免１７０１
代表取締役社
長 山口秀範

化学繊維紡績
業

エステル・ビニロン・レーヨン・ナイロン・アクリルなどの各
種化学繊維を用い、衣料用から産業資材・インテリア資
材まで幅広い用途の紡績糸を製造する。

ユニチカスピニング株式会
社

859-4518 長崎県 松浦市志佐町池成免１７０１ 5,933,100 5,933,100 457,379 12.97

800010 第一紡績株式会社 864-0032 熊本県 荒尾市増永１８５０番地
代表取締役社
長 乾義和

綿紡績業
原綿から紡績糸を製造、紡績糸を使用しニット生地の製
造を行う。紡績会社、合繊メーカー、ニッター、商社、生
地問屋等へ販売。

荒尾生産部 紡績・ニット 864-0032 熊本県 荒尾市増永１８５０番地 4,570,884 4,570,884 471,525 9.69

800011 佐賀県東部工業用水道 841-0045 佐賀県 鳥栖市安楽寺町９５５
管理者 佐賀
県知事 山口
祥義

工業用水道業
筑後川水系宝満川から取水した原水を浄水処理したの
ち、佐賀県東部地域の食品製造業をはじめとする各受
水企業に対して工業用水の供給を行っている。

浄水場 849-0045 佐賀県 鳥栖市安楽寺町９５５ 2,990,580 5,844,914 344,949 16.94

800011 佐賀県東部工業用水道 841-0045 佐賀県 鳥栖市安楽寺町９５５
管理者 佐賀
県知事 山口
祥義

工業用水道業
筑後川水系宝満川から取水した原水を浄水処理したの
ち、佐賀県東部地域の食品製造業をはじめとする各受
水企業に対して工業用水の供給を行っている。

江島ポンプ場 841-0073 佐賀県
鳥栖市江島町西谷３２５６－３５
５

2,070,222 5,844,914 344,949 16.94

800012 大分製紙株式会社 870-8691 大分県 大分市錦町２丁目１５－２７
代表取締役社
長 田北裕之

機械すき和紙
製造業

古紙やパルプを原料としてトイレットペーパー、キッチン
ペーパーの製造を行う。

豊前工場 828-0023 福岡県 豊前市沓川３１２番地 38,961,760 46,671,808 8,178,727 5.70

800012 大分製紙株式会社 870-8691 大分県 大分市錦町２丁目１５－２７
代表取締役社
長 田北裕之

機械すき和紙
製造業

古紙やパルプを原料としてトイレットペーパー、キッチン
ペーパーの製造を行う。

本社・大分工場 870-8691 大分県 大分市錦町２丁目１５番２７号 7,710,048 46,671,808 8,178,727 5.70

800013 副島産業株式会社 830-0063 福岡県 久留米市荒木町荒木１９８０－３
代表取締役
副島昭夫

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて鉄スクラップ等の原材料を溶解し、鋳型
に流し込んで冷却・成形した鋳物製品(主に産業機械用
部品）を客先に納入している。

本社 830-0063 福岡県 久留米市荒木町荒木１９８０－３ 2,310,137 2,310,137 389,917 5.92

800014 志布志飼料株式会社 899-7103 鹿児島県 志布志市志布志町３３０７
代表取締役
庄司進

配合飼料製造
業

とうもろこし、こうりゃん等を粉砕配合し、養鶏用、養豚用
の配合飼料を製造する。製造物は、鹿児島県、宮崎県
の畜産農家に出荷している。

志布志飼料株式会社 899-7103 鹿児島県
志布志市志布志町志布志３３０
７

5,127,744 5,127,744 554,806 9.24

800015 北九州市 803-0813 福岡県 北九州市小倉北区城内１番１号
北九州市長
北橋健治

他に分類され
ないサービス
業

生鮮食料品等の中核的拠点として、生産及び流通の円
滑化を図るため、市場を開設している。

北九州市中央卸売市場 803-0801 福岡県
北九州市小倉北区西港町９４番
地の９

8,450,561 8,450,561 877,299 9.63

800016 株式会社協環 851-2211 長崎県 長崎市京泊２丁目８番５７号
代表取締役
林田群二

下水道処理施
設維持管理業

包括的民間委託契約による時津町、長与町及び長崎市
の下水道処理施設（下水処理場３箇所、中継ポンプ場14
箇所及びマンホールポンプ場51箇所）の維持管理

時津浄化センター 851-2107 長崎県
西彼杵郡時津町久留里郷１４４
１

1,818,252 7,913,421 458,160 17.27

800016 株式会社協環 851-2211 長崎県 長崎市京泊２丁目８番５７号
代表取締役
林田群二

下水道処理施
設維持管理業

包括的民間委託契約による時津町、長与町及び長崎市
の下水道処理施設（下水処理場３箇所、中継ポンプ場14
箇所及びマンホールポンプ場51箇所）の維持管理

南部下水処理場 850-0952 長崎県 長崎市戸町５－９８５ 4,299,600 7,913,421 458,160 17.27

800017
パイオニア工業株式会
社

800-0115 福岡県
北九州市門司区新門司１－９－
２

代表取締役社
長 秋山茂樹

プラスチック製
容器製造業

プラスチック製容器（ペットボトル、ポリボトル）の製造を
行い、国内外の調味料・飲料・酒造メーカー等へ出荷し
ている。

関東第二工場 306-0128 茨城県 古河市上片田１２９１番１号 4,336,019 39,654,435 5,939,448 6.67

800017
パイオニア工業株式会
社

800-0115 福岡県
北九州市門司区新門司１－９－
２

代表取締役社
長 秋山茂樹

プラスチック製
容器製造業

プラスチック製容器（ペットボトル、ポリボトル）の製造を
行い、国内外の調味料・飲料・酒造メーカー等へ出荷し
ている。

本社工場・事務所 800-0115 福岡県
北九州市門司区新門司１－９－
２

28,171,440 39,654,435 5,939,448 6.67

800017
パイオニア工業株式会
社

800-0115 福岡県
北九州市門司区新門司１－９－
２

代表取締役社
長 秋山茂樹

プラスチック製
容器製造業

プラスチック製容器（ペットボトル、ポリボトル）の製造を
行い、国内外の調味料・飲料・酒造メーカー等へ出荷し
ている。

関東第一工場 306-0128 茨城県 古河市上片田１２９１番２号 7,146,976 39,654,435 5,939,448 6.67

800018 株式会社長崎イシガキ 850-0028 長崎県 長崎市勝山町３７番地
代表取締役社
長 石垣真

下水道処理施
設維持管理業

包括的維持管理業務委託に伴う、下水処理場他施設の
運転維持管理及びそれらに付随する業務の遂行

株式会社 長崎イシガキ
中部事業所中部下水処理
場

852-8104 長崎県 長崎市茂里町２－２ 2,694,432 3,191,102 261,252 12.21

800019 株式会社トーカイ 808-0022 福岡県
北九州市若松区大字安瀬１番
地

代表取締役社
長 足立仁

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて鉄スクラップを溶解し、その溶鋼で連続
鋳造設備により鋼片を鋳造し、その鋼片を圧延して鉄筋
コンクリート用棒鋼を生産する。製品は主に九州一円の
土木、建築工事業者等に向けて出荷している。

株式会社トーカイ 808-0022 福岡県
北九州市若松区大字安瀬１番
地

102,132,422 102,132,422 11,231,368 9.09

800020 芳雄製氷冷蔵株式会社 820-0004 福岡県 飯塚市新立岩１２‐１７
代表取締役社
長 小金丸滋
勝

冷蔵倉庫業
寄託者より荷物を預り、冷蔵・冷凍・常温倉庫で物品に
適した温度管理を行い保管する。出庫の際は、寄託者
指定の出荷形式で仕分けを行い出荷する。

穂波工場 820-0073 福岡県 飯塚市平恒４７６－２６ 1,523,051 1,535,891 264,718 5.80

800021
農事組合法人大木しめ
じセンター

830-0403 福岡県 三潴郡大木町大角７８８
代表理事 北
原一成

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

菌茸（博多ぶなしめじ・博多エリンギ）の製造販売
農事組合法人大木しめじセ
ンター

830-0403 福岡県 三潴郡大木町大角７８８ 1,770,074 1,770,074 234,160 7.55
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800022
デンカ高純度ガス株式
会社

836-0017 福岡県 大牟田市新開町１
代表取締役社
長 高橋和男

圧縮ガス・液
化ガス製造業

原料空気を空気分離装置に入れ、液化、分離、精留を
行うことで液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、酸素ガ
ス、窒素ガスを製造。

デンカ高純度ガス株式会社
大牟田工場

836-0011 福岡県 大牟田市健老町４２４－３ 26,720,730 26,720,730 556,270 48.03

800023 株式会社長崎タイセイ 850-0037 長崎県 長崎市金屋町９番３２号
代表取締役
高田講寿

下水道処理施
設維持管理業

長崎市が管理する終末処理場の維持管理を行うもので
あり当該施設の運転管理操作及び保守点検、補修及び
修繕、水質業務を実施する。

長崎市三重下水処理場 851-2211 長崎県 長崎市京泊２－８－５０ 1,775,886 1,775,886 164,272 10.81

800025
香春石灰化学工業株式
会社

822-1401 福岡県
田川郡香春町大字採銅所１５２
４

代表取締役
池本信一

石灰製造業 石灰石の採掘加工製造業 事務所及び工場 822-1401 福岡県
田川郡香春町大字採銅所１５２
４番地

2,634,228 2,634,228 381,008 6.91

800026 マルソー産業株式会社 800-0115 福岡県
北九州市門司区新門司三丁目
６０番２号

代表取締役
三浦政景

他に分類され
ないプラスチッ
ク製品製造業

弊社は、工場を福岡県北九州市に、事業所を北海道岩
見沢市に置き、国内二生産拠点体制で、主にクリーニン
グ事業者へ年間約１億８千万本のプラスチック製衣類用
ハンガー及びクリップを製造しております。

北九州工場 800-0115 福岡県
北九州市門司区新門司三丁目
６０番２号

4,631,880 5,160,630 831,739 6.20

800027 興南冷蔵運輸株式会社 891-0131 鹿児島県 鹿児島市谷山港１丁目４番１
代表取締役社
長 岩川三洋

冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫で水産物、畜産物、農産物、その他貨物の保
管管理業務をおこなっています。

鹿児島冷蔵倉庫 891-0131 鹿児島県 鹿児島市谷山港１丁目４番１ 2,258,330 3,455,617 332,158 10.40

800027 興南冷蔵運輸株式会社 891-0131 鹿児島県 鹿児島市谷山港１丁目４番１
代表取締役社
長 岩川三洋

冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫で水産物、畜産物、農産物、その他貨物の保
管管理業務をおこなっています。

熊本冷蔵倉庫 862-0967 熊本県
熊本市南区流通団地２丁目２０
番６号

1,197,287 3,455,617 332,158 10.40

800028 株式会社デンケン 879-5513 大分県 由布市挾間町高崎９７番地１
代表取締役社
長 石井源太

半導体素子製
造業（光電変
換素子を除く）

半導体装置の製造からIC・LSIの組立、測定、検査受託
サービスを行なっている。

杵築工場(電子デバイス事
業部)

873-0033 大分県 杵築市守江１３００番地 7,519,560 7,519,560 1,137,600 6.61

800029 九州製鋼株式会社 811-2501 福岡県
糟屋郡久山町大字久原字原２９
２０番地

代表取締役社
長 清本邦夫

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて主原料である鉄スクラップを溶解し、出
来た鋼片を圧延することにより鉄筋コンクリート用異形棒
鋼を製造している。製造物は、主にマンション建設や病
院建設等に使用されている。また、鋼片の一部は圧延
せずにそのまま販売している。

福岡工場 811-2501 福岡県
糟屋郡久山町大字久原字原２９
２０番地

11,449,280 92,525,011 10,021,910 9.23

800029 九州製鋼株式会社 811-2501 福岡県
糟屋郡久山町大字久原字原２９
２０番地

代表取締役社
長 清本邦夫

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて主原料である鉄スクラップを溶解し、出
来た鋼片を圧延することにより鉄筋コンクリート用異形棒
鋼を製造している。製造物は、主にマンション建設や病
院建設等に使用されている。また、鋼片の一部は圧延
せずにそのまま販売している。

佐賀工場 849-2302 佐賀県
武雄市山内町大字鳥海字椿原
１１１２５番地

81,075,731 92,525,011 10,021,910 9.23

800030
株式会社鶴崎サンソセ
ンター

870-0189 大分県 大分市大字中ノ洲２番地
代表取締役常
務 柳田秀一

圧縮ガス・液
化ガス製造業

酸素、窒素の製造および販売
株式会社鶴崎サンソセン
ター

870-0189 大分県 大分市大字中ノ洲２番地 17,847,156 17,847,156 1,629,710 10.95

800031 九州冷熱株式会社 804-0002 福岡県
北九州市戸畑区大字中原字先
の浜４６番地の９５

代表取締役社
長 戸上勝喜

圧縮ガス・液
化ガス製造業

当社は、ＬＮＧ冷熱を利用して液化酸素・液化窒素及び
液化アルゴンの製造販売を目的として設立された。ＬＮＧ
の冷熱利用による空気の液化分離事業は電力削減効
果が大きく省エネルギー型装置として高く評価されてい
る。

九州冷熱株式会社 804-0002 福岡県
北九州市戸畑区大字中原字先
の浜４６番地の９５

21,163,690 21,163,690 1,066,962 19.83

800032 農事組合法人秋香園 830-0421 福岡県 三潴郡大木町奥牟田１１５４－２
理事長 山口
茂徳

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

しめじと椎茸の生産と販売を行なっている。 奥牟田工場 830-0421 福岡県 三潴郡大木町奥牟田１１５４－２ 2,750,952 4,093,752 654,242 6.25

800032 農事組合法人秋香園 830-0421 福岡県 三潴郡大木町奥牟田１１５４－２
理事長 山口
茂徳

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

しめじと椎茸の生産と販売を行なっている。 三八松工場 830-0424 福岡県 三潴郡大木町三八松２３１１－１ 1,342,800 4,093,752 654,242 6.25

800033
ナガサキロジスティクス
株式会社

854-1122 長崎県 諫早市飯盛町佐田７７４番地１
代表取締役
阿部浩明

冷蔵倉庫業
食品を中心とした冷凍、冷蔵品の保管及び物流サービ
ス

佐田本社 854-1122 長崎県 諫早市飯盛町佐田７７４－１ 1,525,996 2,859,478 360,486 7.93

800034 大分県企業局 870-8501 大分県 大分市大手町３丁目１番１号
企業局長 神
昭雄

工業用水道業

大野川から取水した水を、判田・大津留の各浄水場で浄
化し、大分市内の各ユーザーに工業用水として供給して
いる。ユーザーの業種は電気、鉄鋼、化学など多岐にわ
たる。

大津留浄水場 870-0123 大分県 大分市大津留２５３ 6,761,160 21,520,947 2,069,749 10.39

800034 大分県企業局 870-8501 大分県 大分市大手町３丁目１番１号
企業局長 神
昭雄

工業用水道業

大野川から取水した水を、判田・大津留の各浄水場で浄
化し、大分市内の各ユーザーに工業用水として供給して
いる。ユーザーの業種は電気、鉄鋼、化学など多岐にわ
たる。

判田浄水場 870-1112 大分県 大分市下判田１６００ 14,219,758 21,520,947 2,069,749 10.39

800035
唐津水産加工団地協同
組合

847-0873 佐賀県 唐津市海岸通７１８２番地２６８
代表理事 青
木政美

冷蔵倉庫業 水産加工原料及び製品の冷凍冷蔵保管
唐津水産加工団地協同組
合冷蔵庫

847-0873 佐賀県 唐津市海岸通７１８２番地２７０ 1,714,908 1,714,908 125,734 13.63

800036 日本鋳鍛鋼株式会社 804-8555 福岡県
北九州市戸畑区大字中原先ノ
浜４６－５９

代表取締役社
長 塩浦信男

鍛鋼製造業

電気炉を用いて溶解した良質な鉄スクラップを鋳型に注
ぎインゴットを製造し、鍛造成形後熱処理を行い機械加
工を実施し鍛鋼品を製造している。また、溶鋼の一部は
鋳鋼品としても製造している。製造物は、国内外の重電
機メーカー、製鉄所及び造船所等様々な事業者に出荷
している。

日本鋳鍛鋼株式会社 804-8555 福岡県
北九州市戸畑区大字中原先４６
－５９

107,155,200 107,155,200 17,357,797 6.17

800037 西日本冷凍株式会社 857-0937 長崎県 長崎市小曾根町５番１２号
代表取締役
藤林豊明

冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業、凍結業 相浦工場 858-0918 長崎県 佐世保市相浦町１５６７ 1,816,512 3,794,544 333,875 11.36

800037 西日本冷凍株式会社 857-0937 長崎県 長崎市小曾根町５番１２号
代表取締役
藤林豊明

冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業、凍結業 佐世保工場 857-0852 長崎県 佐世保市干尽町３番１６号 1,332,132 3,794,544 333,875 11.36

800038 福岡冷蔵株式会社 810-0072 福岡県 福岡市中央区長浜３－１４－４
代表取締役社
長 川端淳

冷蔵倉庫業
一般凍魚､塩干物､鮪､鮮魚等の冷蔵保管､凍結生産､同
上保管物の入出庫荷役

福岡冷蔵㈱西冷蔵庫 810-0072 福岡県 福岡市中央区長浜３－１４－４ 2,643,672 5,676,300 514,214 11.03
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800038 福岡冷蔵株式会社 810-0072 福岡県 福岡市中央区長浜３－１４－４
代表取締役社
長 川端淳

冷蔵倉庫業
一般凍魚､塩干物､鮪､鮮魚等の冷蔵保管､凍結生産､同
上保管物の入出庫荷役

福岡冷蔵㈱東冷蔵庫 810-0072 福岡県 福岡市中央区長浜３－７－８ 2,586,420 5,676,300 514,214 11.03

800039
株式会社大木町健康づ
くり公社

830-0416 福岡県
三潴郡大木町大字八町牟田５３
８－１

代表取締役
石川潤一

その他の公衆
浴場業

温泉保養施設・ケアプール・トレーニングジム・飲食店・
売店・を兼ね備えた施設で、町内・町外の大人から子ど
もまで利用できる。地域住民等の健康づくりの業務も
行ってる。

大木町健康福祉センター 830-0416 福岡県
三潴郡大木町大字八町牟田５３
８－１

1,142,628 1,142,628 133,912 8.53

800040
キュウセツＡＱＵＡ株式
会社

812-0013 福岡県
福岡市博多区博多駅東一丁目
３番１０号

代表取締役
宮川秋雄

下水道処理施
設維持管理業

自治体より委託を受け、下水道処理施設の運転・維持管
理をおこなっている。

鳥栖事業所 841-0046 佐賀県 鳥栖市真木町１２０７－１ 3,093,696 17,452,950 1,244,957 14.01

800040
キュウセツＡＱＵＡ株式
会社

812-0013 福岡県
福岡市博多区博多駅東一丁目
３番１０号

代表取締役
宮川秋雄

下水道処理施
設維持管理業

自治体より委託を受け、下水道処理施設の運転・維持管
理をおこなっている。

大分宮崎事業所 870-1133 大分県 大分市宮崎３５ 3,232,272 17,452,950 1,244,957 14.01

800040
キュウセツＡＱＵＡ株式
会社

812-0013 福岡県
福岡市博多区博多駅東一丁目
３番１０号

代表取締役
宮川秋雄

下水道処理施
設維持管理業

自治体より委託を受け、下水道処理施設の運転・維持管
理をおこなっている。

大分弁天事業所 870-0017 大分県 大分市弁天４－１－１ 5,856,180 17,452,950 1,244,957 14.01

800040
キュウセツＡＱＵＡ株式
会社

812-0013 福岡県
福岡市博多区博多駅東一丁目
３番１０号

代表取締役
宮川秋雄

下水道処理施
設維持管理業

自治体より委託を受け、下水道処理施設の運転・維持管
理をおこなっている。

大村湾南部事業所 854-0063 長崎県 諫早市貝津町１４１０ 2,653,596 17,452,950 1,244,957 14.01

800040
キュウセツＡＱＵＡ株式
会社

812-0013 福岡県
福岡市博多区博多駅東一丁目
３番１０号

代表取締役
宮川秋雄

下水道処理施
設維持管理業

自治体より委託を受け、下水道処理施設の運転・維持管
理をおこなっている。

荒尾事業所 864-0051 熊本県 荒尾市大島町４－１－７３ 2,617,206 17,452,950 1,244,957 14.01

800041 福岡運輸株式会社 812-0002 福岡県
福岡市博多区空港前２－２－２
６

代表取締役社
長 富永泰輔

冷蔵倉庫業

大規模冷蔵庫・冷凍倉庫を運営し、食品の商品別・賞味
期限別管理、及びその長期的・短期的保管を生業とす
る。 各事業所の倉庫では大型低温装置を配備し、食品
特性に合わせて倉庫内の温度を低温に設定している。

東京支店 210-0869 神奈川県 川崎市川崎区東扇島２２－３ 1,398,081 16,608,447 2,734,211 6.07

800041 福岡運輸株式会社 812-0002 福岡県
福岡市博多区空港前２－２－２
６

代表取締役社
長 富永泰輔

冷蔵倉庫業

大規模冷蔵庫・冷凍倉庫を運営し、食品の商品別・賞味
期限別管理、及びその長期的・短期的保管を生業とす
る。 各事業所の倉庫では大型低温装置を配備し、食品
特性に合わせて倉庫内の温度を低温に設定している。

九州配送センター 841-0021 佐賀県 鳥栖市幡崎町１７１０番地 2,360,330 16,608,447 2,734,211 6.07

800041 福岡運輸株式会社 812-0002 福岡県
福岡市博多区空港前２－２－２
６

代表取締役社
長 富永泰輔

冷蔵倉庫業

大規模冷蔵庫・冷凍倉庫を運営し、食品の商品別・賞味
期限別管理、及びその長期的・短期的保管を生業とす
る。 各事業所の倉庫では大型低温装置を配備し、食品
特性に合わせて倉庫内の温度を低温に設定している。

船橋営業所 273-0014 千葉県 船橋市高瀬町２４－１１ 3,569,224 16,608,447 2,734,211 6.07

800042 山川町漁業協同組合 891-0511 鹿児島県 指宿市山川福元６７１７番地
代表理事組合
長 河野勝人

冷蔵倉庫業
当漁港に荷役水揚げされた水産漁獲物の保管を行う。
保管物に関しては、冷凍かつお・まぐろ（加工品・鮮魚
品・当沿岸漁獲物・他）

新冷蔵庫（第８～第９） 891-0501 鹿児島県 指宿市山川新栄町１２番地 1,175,543 2,670,708 166,377 16.05

800042 山川町漁業協同組合 891-0511 鹿児島県 指宿市山川福元６７１７番地
代表理事組合
長 河野勝人

冷蔵倉庫業
当漁港に荷役水揚げされた水産漁獲物の保管を行う。
保管物に関しては、冷凍かつお・まぐろ（加工品・鮮魚
品・当沿岸漁獲物・他）

旧冷蔵庫（第３～第７） 891-0501 鹿児島県 指宿市山川新栄町７番地 1,495,165 2,670,708 166,377 16.05

800043
日本遠洋旋網漁業協同
組合

810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１１番
３号 鮮魚市場会館９０１号

代表理事 加
藤久雄

製氷業 氷及び氷製品の製造販売 松浦製氷冷凍工場 859-4536 長崎県 松浦市調川町下免６９５ 5,007,695 14,959,902 1,201,292 12.45

800043
日本遠洋旋網漁業協同
組合

810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１１番
３号 鮮魚市場会館９０１号

代表理事 加
藤久雄

製氷業 氷及び氷製品の製造販売 唐津製氷工場 847-0873 佐賀県 唐津市海岸通り７１８２－４１７ 2,455,344 14,959,902 1,201,292 12.45

800043
日本遠洋旋網漁業協同
組合

810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１１番
３号 鮮魚市場会館９０１号

代表理事 加
藤久雄

製氷業 氷及び氷製品の製造販売 松浦第三製氷冷凍工場 859-4536 長崎県 松浦市調川町下免６９５ 6,000,612 14,959,902 1,201,292 12.45

800044
日本遠洋旋網漁業協同
組合

810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１１番
３号 鮮魚市場会館９０１号

代表理事 加
藤久雄

冷蔵倉庫業 冷凍水産物及び冷凍食品の冷蔵保管 松浦第二冷凍工場 859-4536 長崎県 松浦市調川町下免６９５ 2,187,414 11,352,171 979,335 11.59

800044
日本遠洋旋網漁業協同
組合

810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１１番
３号 鮮魚市場会館９０１号

代表理事 加
藤久雄

冷蔵倉庫業 冷凍水産物及び冷凍食品の冷蔵保管 福岡製氷冷凍工場 810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１３番
３号

2,035,627 11,352,171 979,335 11.59

800044
日本遠洋旋網漁業協同
組合

810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１１番
３号 鮮魚市場会館９０１号

代表理事 加
藤久雄

冷蔵倉庫業 冷凍水産物及び冷凍食品の冷蔵保管 相知冷凍工場 849-3201 佐賀県
唐津市相知町相知２５７５番地４
２

2,143,354 11,352,171 979,335 11.59

800044
日本遠洋旋網漁業協同
組合

810-0072 福岡県
福岡市中央区長浜３丁目１１番
３号 鮮魚市場会館９０１号

代表理事 加
藤久雄

冷蔵倉庫業 冷凍水産物及び冷凍食品の冷蔵保管 相浦冷蔵庫 858-0918 長崎県 佐世保市相浦町２６７４番地 1,233,237 11,352,171 979,335 11.59

800045
ＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩＶ株
式会社

856-8555 長崎県 大村市雄ヶ原町１３２４番地２
代表取締役社
長 内藤孝

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、高純度シリコンを
溶融～結晶化～切断～超平坦研磨加工、一部は熱処
理・成膜処理した高純度シリコンウェーハを製造し、世界
の主要な半導体メーカに出荷している。

長崎事業所 856-8555 長崎県 大村市雄ヶ原１３２４番地２ 254,901,600 317,649,000 50,653,281 6.27

800045
ＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩＶ株
式会社

856-8555 長崎県 大村市雄ヶ原町１３２４番地２
代表取締役社
長 内藤孝

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、高純度シリコンを
溶融～結晶化～切断～超平坦研磨加工、一部は熱処
理・成膜処理した高純度シリコンウェーハを製造し、世界
の主要な半導体メーカに出荷している。

宮崎事業所 889-1693 宮崎県 宮崎市清武町木原１１１２番 62,747,400 317,649,000 50,653,281 6.27

800046 日本台塑勝高株式会社 849-4256 佐賀県 伊万里市山代町久原１－５２
代表取締役
社長 福島隆

その他の金属
表面処理業

温湿度等を高度に管理した無塵室で、引上炉（電気炉）
にて高純度の多結晶のシリコンを溶融～結晶化、半導
体用シリコンウェーハの材料となる単結晶インゴットを製
造している。

日本台塑勝高株式会社 849-4256 佐賀県 伊万里市山代町久原１－５２ 31,015,152 31,015,152 2,748,074 11.28

800047 奈留町漁業協同組合 853-2201 長崎県 五島市奈留町浦１８３９番地７
代表理事組合
長 大久保金
政

製氷業

漁業生産現場における漁獲物や養殖餌料・水産加工食
料品原料の製造段階での鮮度保持並びに出荷時にお
ける一時冷し込み、流通過程における魚函内の保冷に
要する氷の製造

製氷工場 853-2203 長崎県 五島市奈留町泊２０５番地１９ 1,106,941 1,106,941 46,444 23.83
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800048 東ソー日向株式会社 883-0065 宮崎県 日向市船場町１番地
代表取締役社
長 相磯昌宏

その他の無機
化学工業製品
製造業

マンガン鉱石を粉砕し還元焙焼後、硫酸にて溶解、濾過
液を電気分解して電解二酸化マンガンの製造を行う。製
造物は国内の一次電池・二次電池メーカー等様々な事
業所に出荷している。

東ソー日向株式会社 883-0065 宮崎県 日向市船場町１番地 64,677,583 64,677,583 6,657,174 9.71

800049
九州カルシウム株式会
社

824-0811 福岡県
京都郡みやこ町勝山箕田１５２
－１

代表取締役社
長 源吉嗣郎

鉱物・土石粉
砕等処理業

石灰石を粉砕・分級することにより、各種重質炭酸カル
シウムを製造している。製品は国内の塗料、ゴム、プラ
スチック等の様々なユーザーに充填剤、及び補強材とし
て出荷している。

本社工場 824-0811 福岡県
京都郡みやこ町勝山箕田１５２
－１

3,424,896 3,424,896 400,842 8.54

800050 門司冷凍製氷株式会社 800-0063 福岡県
北九州市門司区大里本町２－１
１ー３

代表取締役
植木芳則

冷蔵倉庫業

トラック等で搬入された貨物を+10℃～-50℃の温度帯に
仕分け冷蔵倉庫に入庫し冷凍機で冷凍保管する。冷却
された貨物は市内の荷主又は運送業者に依頼した荷主
の必要個数・日時に応じて出荷している。

市場工場 803-0801 福岡県
北九州市小倉北区西港町９４番
９号北九州市中央卸売市場内

2,083,496 2,804,625 149,222 18.79

800051
南九州化学工業株式会
社

884-0004 宮崎県
児湯郡高鍋町蚊口浦５０２９番
地

代表取締役社
長 奥園修一

窒素質・りん
酸質肥料製造
業

電気炉を用いて燐鉱石、フェロニッケル鉱滓及びその他
の資材を混合溶融した燐酸分主体の肥料及び焼土、
ピートモス他の資材を混合した育苗培土を製造し、双方
とも九州一円及び中四国の一部に販売している。また、
製品の一部を他社から仕入れ、販売を行っている。

南九州化学工業株式会社 884-0004 宮崎県
児湯郡高鍋町蚊口浦５０２９番
地

10,834,333 10,834,333 1,213,755 8.92

800052 株式会社キリウ大分 872-0311 大分県 宇佐市院内町香下１７０３番地
取締役社長
関川俊彦

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

ブレーキディスク・ブレーキドラムを中心とした自動車用
鋳物部品の鋳造及び機械加工を行っている。

株式会社キリウ大分 872-0311 大分県 宇佐市院内町香下１７０３番地 38,235,120 38,235,120 4,259,576 8.97

800053 九州工業ガス株式会社 836-0824 福岡県 大牟田市大浦町２０番地２
代表取締役社
長 中村英己

圧縮ガス・液
化ガス製造業

酸素・窒素・アルゴン製造販売 九州工業ガス株式会社 836-0824 福岡県 大牟田市大浦町２０番地２ 18,198,917 18,198,917 824,766 22.06

800054 株式会社フクネツ 811-2414 福岡県 糟屋郡篠栗町和田１０３４－８
代表取締役
永島誠一郎

金属熱処理業
精機部品、自動車関連部品、農機具部品、金型部品等
の金属熱処理加工を行っている。

熱処理第１工場 811-2414 福岡県 糟屋郡篠栗町和田１０３４ー８ 4,714,770 9,066,146 1,463,886 6.19

800054 株式会社フクネツ 811-2414 福岡県 糟屋郡篠栗町和田１０３４－８
代表取締役
永島誠一郎

金属熱処理業
精機部品、自動車関連部品、農機具部品、金型部品等
の金属熱処理加工を行っている。

熱処理第２工場 811-2501 福岡県 糟屋郡久山町久原２８４６－１ 2,240,221 9,066,146 1,463,886 6.19

800054 株式会社フクネツ 811-2414 福岡県 糟屋郡篠栗町和田１０３４－８
代表取締役
永島誠一郎

金属熱処理業
精機部品、自動車関連部品、農機具部品、金型部品等
の金属熱処理加工を行っている。

熱処理第３工場 811-2414 福岡県 糟屋郡篠栗町和田１０３４－７ 1,227,253 9,066,146 1,463,886 6.19

800055 サンコーテック株式会社 895-2506 鹿児島県 伊佐市大口原田７２０
代表取締役
池田洋

プラスチック異
形押出製品製
造業

プラスチックの押出成形品の製造 大口工場 895-2506 鹿児島県 伊佐市大口原田７２０ 3,247,001 3,247,001 239,201 13.57

800056 九州毛織株式会社 859-1413 長崎県 島原市有明町大三東丙３１
代表取締役社
長 石森哲彦

化学繊維紡績
業

合繊混紡糸およびウール純糸の加工･販売 本社工場 859-1413 長崎県 島原市有明町大三東丙３１ 4,932,912 5,154,474 740,318 6.96

800057
九州エア・ウォーター株
式会社

812-0013 福岡県
福岡市博多区博多駅東２丁目１
３番３４号

代表取締役社
長 道志年章

圧縮ガス・液
化ガス製造業

窒素及び酸素発生装置を設置して、空気を圧縮、冷却、
精留精製して窒素及び酸素の圧縮ガス・液化ガスを製
造することを事業としている。

長崎ガスセンター 854-0065 長崎県 諫早市津久葉町６番地８ 36,657,120 36,657,120 674,808 54.32

800058 株式会社 唐津魚市場 847-0873 佐賀県 唐津市海岸通７１８２－４１１
代表取締役
井上啓一郎

冷蔵倉庫業 鮮魚介類の冷蔵・凍結保管並びに買付販売 ㈱唐津魚市場冷蔵庫 847-0873 佐賀県 唐津市海岸通７１８２－２６６ 1,214,251 1,214,251 93,231 13.02

800059
株式会社ＮＥＯＭＡＸ九
州

849-2204 佐賀県 武雄市北方町大崎２７３８番地
代表取締役社
長 山下誠

その他の電気
機械器具製造
業

工業用磁石の生産工場。主原料は酸化鉄、炭酸ストロ
ンチウムであり、これらを高温で反応させ工業用磁石を
製造している。主用途は自動車用部品、家電製品で主
要顧客は自動車メーカー、車載電装部品メーカー、及び
家電メーカーである。日本の製造業にとって大変重要な
製品である。

株式会社ＮＥＯＭＡＸ九州 849-2204 佐賀県 武雄市北方町大崎２７３８番地 33,631,680 33,631,680 4,823,634 6.97

800060 株式会社日向製錬所 883-8585 宮崎県 日向市船場町５番地
代表取締役社
長 武本拓也

フェロアロイ製
造業

当社は親会社である住友金属鉱山からの原料提供を受
け、エルケム法によってキルン・電気炉を用いて、ニッケ
ル鉱石を還元・熔解してフェロニッケルを製造している。
国内外のステンレスメーカーで使用されるフェロニッケル
を受託製錬しているが、フェロニッケルの販売元は、住
友金属鉱山である。

株式会社日向製錬所 883-8585 宮崎県 日向市船場町５番地 349,382,400 349,382,400 9,610,607 36.35

800061 九州製氷株式会社 810-0075 福岡県 福岡市中央区港１－７－２
代表取締役
藤林豊明

製氷業
魚市場関連の鮮魚温度保持用と食用の氷の製造、販売
を行っている。

本社製氷部 810-0075 福岡県 福岡市中央区港１－７－２ 2,441,527 2,441,527 388,985 6.27

800062 九州製氷株式会社 810-0075 福岡県 福岡市中央区港１－７－２
代表取締役
藤林豊明

冷蔵倉庫業
冷凍設備を備えた倉庫にて主に国内の商社、冷凍食品
メーカーより冷凍食品を預かり、保管管理、入出庫業務
を行っている。

CSC香椎 813-0016 福岡県 福岡市東区香椎浜２－２－２４ 3,833,328 7,637,296 1,214,037 6.29

800062 九州製氷株式会社 810-0075 福岡県 福岡市中央区港１－７－２
代表取締役
藤林豊明

冷蔵倉庫業
冷凍設備を備えた倉庫にて主に国内の商社、冷凍食品
メーカーより冷凍食品を預かり、保管管理、入出庫業務
を行っている。

CSC箱崎 812-0051 福岡県
福岡市東区箱崎ふ頭５－９－１
１

2,106,600 7,637,296 1,214,037 6.29

800062 九州製氷株式会社 810-0075 福岡県 福岡市中央区港１－７－２
代表取締役
藤林豊明

冷蔵倉庫業
冷凍設備を備えた倉庫にて主に国内の商社、冷凍食品
メーカーより冷凍食品を預かり、保管管理、入出庫業務
を行っている。

CSC古賀 811-3105 福岡県 古賀市鹿部３１６－２５ 1,497,672 7,637,296 1,214,037 6.29

800063 麻生セメント株式会社 814-0001 福岡県
福岡市早良区百道浜２－４－２
７ ＡＩビル１１Ｆ

代表取締役社
長 麻生巖

セメント製造
業

セメントの製造及び販売。 主に生コンクリート社に対して
出荷。 〈工程〉 原料粉砕→キルンにて焼成(クリンカ生
成)→ 仕上ミルにて粉砕（セメント生成）→出荷

田川工場 826-0041 福岡県 田川市弓削田２８７７番地 102,647,411 184,526,156 15,175,627 12.15

800063 麻生セメント株式会社 814-0001 福岡県
福岡市早良区百道浜２－４－２
７ ＡＩビル１１Ｆ

代表取締役社
長 麻生巖

セメント製造
業

セメントの製造及び販売。 主に生コンクリート社に対して
出荷。 〈工程〉 原料粉砕→キルンにて焼成(クリンカ生
成)→ 仕上ミルにて粉砕（セメント生成）→出荷

苅田工場 800-0311 福岡県 京都郡苅田町長浜町１０番地 81,878,745 184,526,156 15,175,627 12.15
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800064 熊本液酸株式会社 869-0416 熊本県
宇土市松山町字東柳町１３２０
番地１２号

代表取締役社
長 道志年章

圧縮ガス・液
化ガス製造業

製品は空気分離装置で原料空気を分離・精製して製造
される液化酸素と液化窒素。
顧客はエア･ウォーター株式会社

熊本液酸株式会社 869-0416 熊本県
宇土市松山町字東柳町１３２０
番地１２号

18,387,300 18,387,300 437,641 42.01

800065 株式会社エコポート九州 861-5274 熊本県
熊本市西区新港１丁目４番地１
０

代表取締役社
長 石坂孝光

廃プラスチック
製品製造業

主要事業として容器包装類廃プラを自動選別・洗浄の
上、樹脂ペレット等製造。機密文書を溶解処理の上、古
紙パルプを製造。廃木材より燃料用木質ペレット製造。
各製造過程で発生する残渣より固形燃料（RPF)を製造
する総合リサイクル・製品製造業です。平成28年熊本地
震により当社建物他に甚大な被害が発生する中（現在も
建物他復旧工事中）、災害廃棄物をRPF他にて処理製
造し、地震の復興にも貢献しております。

株式会社エコポート九州 861-5274 熊本県
熊本市西区新港１丁目４番地１
０

10,803,910 10,803,910 1,139,854 9.47

800066
エスジーグリーンハウス
株式会社

808-0021 福岡県
北九州市若松区響町１丁目２６
番３号

代表取締役社
長 松尾茂寿

野菜作農業
（きのこ類の
栽培を含む）

水耕栽培により各種リーフレタスを栽培し生産を行って
いる。生産された各種リーフレタスは、国内外の仲買業
者等、様々な事業者に出荷している。

本社工場 808-0021 福岡県
北九州市若松区響町１丁目２６
番３号

5,249,616 5,249,616 555,749 9.44

800067 エイティー九州株式会社 861-0821 熊本県
玉名郡南関町下坂下１８６０番
地１

代表取締役社
長 北島哲也

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

高周波誘導炉にてスクラップ鉄を溶解し、鋳型に注ぎ、
冷却・加工することで各種鋳物製品の製造を行う。製造
物は国内の自動車メーカーに出荷している。

本社工場 861-0821 熊本県
玉名郡南関町下坂下１８６０番
地１

63,701,418 63,701,418 6,404,826 9.94

800068 コトブキ製紙株式会社 849-0306 佐賀県 小城市牛津町勝１３１８
代表取締役社
長 武藤泰輔

機械すき和紙
製造業

古紙を洗浄・漂白し、原料とすることで、トイレットペー
パー及びちり紙の製造・販売を行う。

コトブキ製紙株式会社 849-0306 佐賀県 小城市牛津町勝１３１８ 27,435,240 27,435,240 4,019,754 6.82

800069 北九州市上下水道局 803-8510 福岡県
北九州市小倉北区大手町１番１
号

北九州市上下
水道局長 有
田仁志

工業用水道業 北九州工業地帯に工業用水の供給を行っている。 本城浄水場 807-0806 福岡県
北九州市八幡西区御開五丁目
４－１

8,986,622 14,548,603 2,164,008 6.72

800071
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

製氷業 １・製氷事業 ２・前各号に附帯または関連する事業 長崎市場事業所 851-2211 長崎県 長崎市京泊２－１０－７ 2,596,873 4,399,520 469,423 9.37

800071
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

製氷業 １・製氷事業 ２・前各号に附帯または関連する事業 鹿児島市場事業所 892-0835 鹿児島県 鹿児島市城南町３３ 1,802,647 4,399,520 469,423 9.37

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 小倉物流センター 803-0801 福岡県
北九州市小倉北区西港町９４－
１９

2,112,511 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 箱崎埠頭物流センター 812-0051 福岡県
福岡市東区箱崎ふ頭５－９－４
２

3,061,577 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 福岡東浜物流センター 812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

4,884,838 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 鳥栖物流センター 841-0042 佐賀県
鳥栖市酒井西町字榎町６６９－
８

6,392,775 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 下関埠頭物流センター 750-0017 山口県 下関市細江新町３－２０ 1,882,699 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 鹿児島埠頭物流センター 891-0122 鹿児島県 鹿児島市南栄４－３３ 4,659,407 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 宮崎物流センター 880-0858 宮崎県 宮崎市港２－８ 3,057,453 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 都城物流センター 885-0064 宮崎県 都城市今町８９８４－２ 4,667,649 35,501,112 6,310,633 5.62

800072
株式会社ニチレイ・ロジ
スティクス九州

812-0055 福岡県
福岡市東区東浜二丁目８５－１
９

代表取締役社
長 高松浩司

冷蔵倉庫業 １・冷蔵倉庫業 ２・前各号に附帯又は関連する事業 鹿児島曽於物流センター 899-8606 鹿児島県
曽於市末吉町深川字内村１１１
１１－９

3,342,017 35,501,112 6,310,633 5.62

800073 門司飼料株式会社 800-0007 福岡県
北九州市門司区小森江一丁目
３番１号

代表取締役
眞嶋猛

配合飼料製造
業

委託会社から配合飼料の原料を預かり、粉砕、配合、加
工して配合飼料を製造する。製造して配合飼料は委託
会社の指示によりバラ出荷、５００ｋｇトランスバッグに詰
めて、あるいは２０ｋｇ紙袋に詰めて出荷して委託会社の
特約店、代理店に出荷している。

門司飼料株式会社 800-0007 福岡県
北九州市門司区小森江一丁目
３番１号

6,738,552 6,738,552 913,969 7.37

800074
佐賀グリコ乳業株式会
社

840-0201 佐賀県 佐賀市大和町尼寺２４１５
代表取締役社
長 日野正弘

乳製品製造業
（処理牛乳，
乳飲料を除く）

親会社である江崎グリコ株式会社の委託を受け、各種
乳製品の製造、販売を行なっている。

佐賀グリコ乳業株式会社 840-0201 佐賀県 佐賀市大和町尼寺２４１５ 13,247,181 13,247,181 1,867,444 7.09

800075
公益財団法人 福岡県
下水道管理センター

812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

理事長 岡田
裕彰

下水道処理施
設維持管理業

福岡県から委託された流域下水道施設の維持管理業
務。その業務の中には、施設の点検、修繕も含む。

宝満川浄化センター 838-0102 福岡県 小郡市津古１５３の１ 5,022,972 68,612,966 7,221,740 9.50

800075
公益財団法人 福岡県
下水道管理センター

812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

理事長 岡田
裕彰

下水道処理施
設維持管理業

福岡県から委託された流域下水道施設の維持管理業
務。その業務の中には、施設の点検、修繕も含む。

多々良川浄化センター 811-2313 福岡県 糟屋郡粕屋町江辻７０５番地 10,165,311 68,612,966 7,221,740 9.50
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800075
公益財団法人 福岡県
下水道管理センター

812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

理事長 岡田
裕彰

下水道処理施
設維持管理業

福岡県から委託された流域下水道施設の維持管理業
務。その業務の中には、施設の点検、修繕も含む。

遠賀川中流浄化センター 822-0031 福岡県 直方市植木４０５４番地２ 1,325,892 68,612,966 7,221,740 9.50

800075
公益財団法人 福岡県
下水道管理センター

812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

理事長 岡田
裕彰

下水道処理施
設維持管理業

福岡県から委託された流域下水道施設の維持管理業
務。その業務の中には、施設の点検、修繕も含む。

遠賀川下流浄化センター 809-0002 福岡県 中間市中底井野１２７８－１ 3,471,530 68,612,966 7,221,740 9.50

800075
公益財団法人 福岡県
下水道管理センター

812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

理事長 岡田
裕彰

下水道処理施
設維持管理業

福岡県から委託された流域下水道施設の維持管理業
務。その業務の中には、施設の点検、修繕も含む。

矢部川浄化センター 833-0037 福岡県 筑後市島田７５４ 3,306,016 68,612,966 7,221,740 9.50

800075
公益財団法人 福岡県
下水道管理センター

812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

理事長 岡田
裕彰

下水道処理施
設維持管理業

福岡県から委託された流域下水道施設の維持管理業
務。その業務の中には、施設の点検、修繕も含む。

御笠川浄化センター 812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

39,344,450 68,612,966 7,221,740 9.50

800075
公益財団法人 福岡県
下水道管理センター

812-0893 福岡県
福岡市博多区那珂４丁目５番１
号

理事長 岡田
裕彰

下水道処理施
設維持管理業

福岡県から委託された流域下水道施設の維持管理業
務。その業務の中には、施設の点検、修繕も含む。

福童浄化センター 838-0137 福岡県 小郡市福童１４２１ 3,560,496 68,612,966 7,221,740 9.50

800076 マルイ運輸株式会社 899-0217 鹿児島県 出水市平和町２２５番地
代表取締役社
長 上田正

冷蔵倉庫業

マルイ農協グループの物流拠点で、北九州と大阪で倉
庫事業を行っている。荷主の依頼により、国内および国
外の冷蔵冷凍品、その他製品を預かり入出庫、保管を
行う。

九州営業所 801-0805 福岡県
北九州市門司区太刀浦海岸６６
番地４

4,933,116 5,732,061 746,832 7.67

800077 （株）日立金属若松 808-0023 福岡県 北九州市若松区北浜１－９－１
代表取締役社
長 岩崎俊弥

鋳鋼製造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ、合金類を凝固さ
せ、熱処理及び機械加工を施して、圧延用ロール・建築
部材を製造している。 鐵鋼メーカーの様々なニーズに応
えるべく、板用・形鋼用・線材用等を網羅している。

若松工場 808-0023 福岡県
北九州市若松区北浜１丁目９番
１号

86,203,800 89,082,494 13,558,162 6.57

800077 （株）日立金属若松 808-0023 福岡県 北九州市若松区北浜１－９－１
代表取締役社
長 岩崎俊弥

鋳鋼製造業

電気炉を用いて溶解した鉄スクラップ、合金類を凝固さ
せ、熱処理及び機械加工を施して、圧延用ロール・建築
部材を製造している。 鐵鋼メーカーの様々なニーズに応
えるべく、板用・形鋼用・線材用等を網羅している。

安瀬工場 808-0022 福岡県
北九州市若松区大字安瀬６２－
１・６３－５

2,878,694 89,082,494 13,558,162 6.57

800078 株式会社三国工業所 806-0011 福岡県
北九州市八幡西区紅梅１丁目１
１番２７号

代表取締役社
長 松村隆司

銑鉄鋳物製造
業（鋳鉄管，
可鍛鋳鉄を除
く）

電気炉を用いて、溶解した鉄スクラップを鋳型に注ぎ冷
却･成型することで、各種鋳物製品の製造を行う。 製造
物は、国内の産業機器メーカー等、様々な事業者へ出
荷している。

株式会社三国工業所豊津
工場

824-0124 福岡県 京都郡みやこ町惣社９１６番地 1,637,580 1,637,580 251,447 6.51

800079
エスティケイテクノロジー
株式会社

870-0108 大分県 大分市三佐２４６８－１０
代表取締役
田崎方人

集積回路製造
業

半導体第一工場、半導体第二工場は国内半導体メー
カーが製造した半導体・電子デバイス（ＩＣ）の負荷試験
及び 終テストを実施している。 半導体第三工場は国
内半導体メーカーが製造した半導体・電子デバイス（ウェ
ハー）のテストを実施し、またそのテストプログラムの開
発を行っている。

半導体第一工場 870-0108 大分県 大分市三佐２４４３－１ 2,754,387 12,654,525 1,768,714 7.15

800079
エスティケイテクノロジー
株式会社

870-0108 大分県 大分市三佐２４６８－１０
代表取締役
田崎方人

集積回路製造
業

半導体第一工場、半導体第二工場は国内半導体メー
カーが製造した半導体・電子デバイス（ＩＣ）の負荷試験
及び 終テストを実施している。 半導体第三工場は国
内半導体メーカーが製造した半導体・電子デバイス（ウェ
ハー）のテストを実施し、またそのテストプログラムの開
発を行っている。

半導体第二工場 870-0108 大分県 大分市三佐２４４３－１ 3,077,452 12,654,525 1,768,714 7.15

800079
エスティケイテクノロジー
株式会社

870-0108 大分県 大分市三佐２４６８－１０
代表取締役
田崎方人

集積回路製造
業

半導体第一工場、半導体第二工場は国内半導体メー
カーが製造した半導体・電子デバイス（ＩＣ）の負荷試験
及び 終テストを実施している。 半導体第三工場は国
内半導体メーカーが製造した半導体・電子デバイス（ウェ
ハー）のテストを実施し、またそのテストプログラムの開
発を行っている。

半導体第三工場 870-0108 大分県 大分市三佐２４４３－８ 6,822,686 12,654,525 1,768,714 7.15

900001 株式会社おきさん 904-0202 沖縄県 中頭郡嘉手納町屋良１０２２
代表取締役社
長 富永進

圧縮ガス・液
化ガス製造業

深冷空気分離法により空気を液化し、沸点の差を利用し
て液体酸素と液体窒素を精製分離する。製品酸素・窒素
は液化ガス、圧縮ガスの状態で、医療、工業、食品関係
に使用される。

嘉手納工場 904-0202 沖縄県 中頭郡嘉手納町屋良１０２２ 5,614,708 5,686,927 930,618 6.11

900002
株式会社しんこうエンジ
ニアリング

900-0016 沖縄県 那覇市前島２－２２－２８
代表取締役社
長 屋良修

下水道処理施
設維持管理業

沖縄県下水道事務所発注 具志川浄化センター及び中
継ポンプ場（５ヶ所）の維持管理

具志川浄化センター 904-2234 沖縄県 うるま市州﨑１ 5,069,730 6,274,801 345,905 18.14

900003 琉球セメント株式会社 901-2123 沖縄県 浦添市西洲二丁目二番地二
代表取締役社
長 中村秀樹

セメント製造
業

セメント原料の石器石等をクラッシャーで粉砕した後、原
料ミルで粉砕した原料を回転窯（ロータリーキルン）に送
入、粉砕した石炭により焼成しクリンカーという中間製品
を製造する。これに石膏を加え仕上ミルにて再度粉砕し
セメントを製造する。製造物は沖縄県内の生コンメー
カーや土木・建設現場あるいは金物店等に出荷してい
る。

屋部工場 905-0001 沖縄県 名護市字安和１００８ 61,558,358 61,558,358 5,652,887 10.88

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

名護浄水場 905-0119 沖縄県 名護市大北３－２８－３６ 2,030,596 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

海水淡水化センター 904-0013 沖縄県 北谷町字宮城１－２７ 12,114,990 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

根路銘増圧ポンプ場 905-1307 沖縄県
国頭郡大宜味村字根路銘１４６
８

3,719,340 162,432,276 25,457,123 6.38
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900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

西原浄水場 903-0103 沖縄県 西原町字小那覇１３３６ 15,062,990 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

石川浄水場 904-1108 沖縄県 うるま市石川東恩納先１ 27,388,740 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

羽地ダム取水ポンプ場 905-1145 沖縄県 名護市字川上稲搗１２７７－２ 1,073,590 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

源河取水ポンプ場 905-1141 沖縄県 名護市字源河１２４ 1,121,079 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

漢那ダム取水ポンプ場 904-1304 沖縄県
国頭郡宜野座村字漢那２００１
－３

1,317,339 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

新垣増圧ポンプ場 901-2422 沖縄県 中頭郡中城村字新垣５９５ 3,028,860 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

平良川増圧ポンプ場 904-2221 沖縄県 うるま市字平良川８７－１ 6,069,445 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

大城増圧ポンプ場 901-1203 沖縄県 南城市大里字大城１１０３－２ 1,038,609 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

比謝川取水ポンプ場 904-0202 沖縄県
中頭郡嘉手納町字屋良６８９－
７

1,552,858 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

伊波増圧ポンプ場 904-1115 沖縄県 うるま市石川伊波１５５３－２７５ 8,060,510 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

北谷浄水場 904-0013 沖縄県 北谷町字宮城１－２７ 21,535,970 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

長田川取水ポンプ場 904-0312 沖縄県 中頭郡読谷村字比謝矼９７ 1,717,206 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

大保ダム取水ポンプ場 905-1314 沖縄県 国頭郡大宜味村字田港１３３６ 3,618,500 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

久志浄水場 905-2173 沖縄県 名護市字久志１１００ 25,131,326 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

川崎取水ポンプ場 904-2203 沖縄県 うるま市字川崎２ 1,149,347 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

山内増圧ポンプ場 904-0035 沖縄県 沖縄市南桃原４－２６－２ 6,354,856 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

許田増圧ポンプ場 905-0024 沖縄県 名護市字許田前原２７０－１ 3,943,610 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

西原増圧ポンプ場 903-0117 沖縄県 中頭郡西原町字翁長８２９－３ 5,281,640 162,432,276 25,457,123 6.38

900004 沖縄県企業局 900-8570 沖縄県 那覇市泉崎１－２－２
公営企業管理
者 金城武

上水道業
水道用水供給事業 ダム、河川、井戸、海水を取水し、
浄水場にて水道水を生産し、２２の水道事業体（２１市町
村及び１企業団）へ供給する。

金武ダム取水ポンプ場 904-1201 沖縄県
国頭郡金武町字武原１０００８及
び１０００６－２

2,249,604 162,432,276 25,457,123 6.38

900005
株式会社りゅうせき低温
流通

900-0001 沖縄県 那覇市港町３－７－３５
代表取締役社
長 遠山剛正

冷蔵倉庫業
営業冷蔵倉庫として顧客の主に冷凍食品を預り、保管
管理している。又、低温物流センター機能を利用し、県
内の主要量販店へ配送を展開している。

株式会社りゅうせき低温流
通

900-0001 沖縄県 那覇市港町３－７－３５ 3,704,549 3,704,549 572,479 6.47

900006 琉球製罐株式会社 905-0007 沖縄県 名護市字屋部８５４－１１
代表取締役社
長 櫻井秀樹

プラスチック製
容器製造業

射出成形機、またはブロー成形機を使用し、飲料・食品
メーカー等へ出荷している。

本社工場 905-0007 沖縄県 名護市屋部８５４－１１ 13,139,848 13,139,848 1,305,738 10.06

900007
ファーストライディングテ
クノロジー株式会社

901-2560 沖縄県 浦添市牧港五丁目２番１号
代表取締役社
長 宮里学

その他の固定
電気通信業

顧客のシステムを365日24時間体制でお預かりし、運用
サポート等を手掛け、以下のサービスも提供している。
＜サービス＞ ・ハウジング/コロケーション ・ネットワーク
サービス ・オペレーションサービス ・監視サービス ・ホス
ティングサービス

FRTiDCビル 901-2560 沖縄県 浦添市牧港五丁目２番１号 9,257,400 9,257,400 948,783 9.75

900008 株式会社 安謝橋電機 901-2101 沖縄県 浦添市西原二丁目１番３号
代表取締役
平良博

下水道処理施
設維持管理業

沖縄県下水道事務所発注西原浄化センター包括的民間
委託業務 西原浄化センター及び中継ポンプ場（2箇
所）の維持管理

沖縄県下水道事務所西原
浄化センター

903-0103 沖縄県 中頭郡西原町小那覇８７５－１０ 2,358,842 2,559,402 183,688 13.93

900009
株式会社バイオマス再
資源化センター

904-2234 沖縄県 うるま市州崎１３番地３５
代表取締役
前堂正志

産業廃棄物処
分業

木質系廃棄物を有償で受入し、これをバイオマオス資源
として木質燃料ペレットに製造し、沖縄電力㈱の石炭火
力発電所へ石炭の代替燃料として出荷している。

株式会社バイオマス再資
源化センター

904-2234 沖縄県 うるま市州崎１３番地３５ 4,404,630 4,404,630 403,965 10.90
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900010 株式会社トップラン 904-2143 沖縄県 沖縄市知花４－３２－３
代表取締役社
長 東恩納学

製氷業

日産60ｔの製氷システムを用いて、飲食用袋詰め氷の製
造を行ってる。また、冷凍トラックにて卸販売業務を行っ
ている。 主な取引先はスーパーマーケット、コンビニエン
スストア、酒販店である。

トップラン本社工場 904-2143 沖縄県 沖縄市知花４丁目３２－３ 1,165,918 1,165,918 177,061 6.58

900011 拓南製鐵株式会社 900-0025 沖縄県 那覇市壺川３丁目２番地４
代表取締役社
長 古波津昇

製鋼・製鋼圧
延業

電気炉を用いて熔解した鉄スクラップで鋳片を造り、それ
を圧延機で熱間圧延し建設用棒鋼（鉄筋）を製造販売し
ている。

中部事業所 904-2162 沖縄県 沖縄市海邦３番２６ 127,636,002 127,636,002 12,917,178 9.88

900012 昭和化学工業株式会社 904-2201 沖縄県 うるま市字昆布１４５５番地
代表取締役社
長 比嘉克己

ソーダ工業

塩水を電気分解するとソーダ工業製品と呼ばれる苛性
ソーダ・塩素・水素が出来ます。塩素は二次塩化物製品
の原料として塩酸、次亜塩素酸ソーダ、低食塩次亜塩素
酸ソーダになります。その他製造品は10品目あり市場は
すべて県内の上下水道、電力、製紙、食品など様々な分
野へ出荷しています。

本社工場 904-2201 沖縄県 うるま市字昆布１４５５番地 6,143,105 6,143,105 739,569 8.30
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