
企業 ・ 団体名 所在地 50 企業 ・ 団体名 所在地

1 特定非営利活動法人緑豊かな自然環境を育てる会 八戸市 51 開発電業株式会社 八戸市

2 株式会社大竹電化センター 十和田市 52 株式会社NTTファシリティーズ　青森支店 青森市

3 有限会社小山内電設 五所川原市 53 株式会社建設技術研究所　青森事務所 青森市

4 株式会社ケーオーハウジング 弘前市 54 株式会社テック　東北営業所 八戸市

5 株式会社コアラハウス 八戸市 55 公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団 青森市

6 有限会社ビッグウエスト 三沢市 56 ササキ石油販売株式会社 十和田市

7 U-1ホーム 八戸市 57 新むつ小川原株式会社 野辺地町

8 株式会社eウィンテック 東北町 58 東和電材株式会社 青森市

9 株式会社エコシステムズ 弘前市 59 平野商事株式会社 十和田市

10 株式会社コアシス 青森市 60 有限会社トップ 八戸市

11 北日本海事興業株式会社 八戸市 61 石田電気工業株式会社 七戸町

12 広和計装株式会社 八戸市 62 株式会社ササキハウジングカンパニー 八戸市

13 株式会社サイトーホーム 青森市 63 株式会社となみ むつ市

14 津軽ペレット協同組合 五所川原市 64 株式会社八戸電工 八戸市

15 東京鐵鋼株式会社　東北棒鋼事業部　八戸工場 八戸市 65 積水ハウス株式会社　青森支店 青森市

16 株式会社光洋鉄工 八戸市 66 和電工業株式会社 弘前市

17 株式会社みちのく計画 青森市 67 青い森信用金庫 八戸市

18 有限会社かわさき住宅 青森市 68 株式会社高橋製作所 八戸市

19 特定非営利活動法人アセット 弘前市 69 三洋テクノマリン株式会社　東北支社　青森営業所 東通村

20 株式会社石郷岡 弘前市 70 東邦開発土木株式会社 八戸市

21 青森三菱電機機器販売株式会社　青森支店 青森市 71 株式会社青工 青森市

22 株式会社石川設計 十和田市 72 株式会社サーマルワン 幸手市

23 一般社団法人青森県工業会 青森市 73 株式会社川村設計事務所 むつ市

24 株式会社狩野尾建築設計事務所 青森市 74 株式会社河原木電業 八戸市

25 株式会社河野電気工業 六戸町 75 東北電力株式会社　青森支店 青森市

26 株式会社タケナカ 青森市 76 三和電業株式会社 八戸市

27 株式会社東海日動パートナーズ青森 青森市 77 株式会社ＮＩＣＨＩＵＮ 青森市

28 株式会社むつ家電特機 むつ市 78 株式会社小坂工務店 三沢市

29 株式会社吉田産業 八戸市 79 株式会社青建設計 三沢市

30 ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 仙台市 80 浪岡電設有限会社 三沢市

31 東管工業株式会社 東北町 81 有限会社田嶋板金工業 三沢市

32 東北建設株式会社 東北町 82 三沢市ソーラーシステムメンテナンス事業協同組合 三沢市

33 みちのくリース株式会社 青森市 83 青森県中小企業団体中央会 青森市

34 三菱マテリアルテクノ株式会社 東京都 84 イオスエンジニアリング＆サービス株式会社 東京都

35 森山ディーゼル株式会社 青森市 85 国際航業株式会社　青森営業所 青森市

36 有限会社ホンダオートセンター青森 青森市 86 株式会社伊藤光建設 青森市

37 有限会社前田塗装 三沢市 87 株式会社北洋電設 青森市

38 アウラエンジニアリング＆サービス株式会社 六ヶ所村 88 一級建築士事務所設計工房ＳＤ 三沢市

39 あおぎんリース株式会社 青森市 89 株式会社日本政策金融公庫　青森支店 青森市

40 青森風力開発株式会社 六ヶ所村 90 興陽電設株式会社　青森支店 青森市

41 株式会社青森銀行 青森市 91 株式会社ザックス 東通村

42 株式会社鳥山土木工業 六ヶ所村 92 株式会社アサヒ燃料商会 青森市

43 株式会社山匠電気工業 八戸市 93 株式会社ユアテック　青森支社 青森市

44 株式会社渡辺設計 三沢市 94 八戸製錬株式会社　八戸製錬所 八戸市

45 東奥信用金庫 弘前市 95 東北緑化環境保全株式会社 仙台市

46 日本地下水開発株式会社　岩手営業所 盛岡市 96 株式会社みちのく銀行 青森市

47 ひらだて設計 十和田市 97 株式会社興和　青森営業所 青森市

48 有限会社UNO 黒石市 98 株式会社八戸鉄工所 八戸市

49 六ヶ所エンジニアリング株式会社 六ヶ所村 99 一般社団法人青森県設備設計事務所協会 青森市

50 青森県電気工事業工業組合 青森市 100 株式会社久保田電気工業社 八戸市

青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議
会員名簿閲覧用（企業・団体、市町村別） 令和４年６月１４日現在
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100 企業 ・ 団体名 所在地 150 企業 ・ 団体名 所在地

101 電源開発株式会社　大間現地本部　青森事務所 青森市 151 株式会社中村建設工業 東北町

102 NORD58顧問事務所 東京都 152 株式会社北日本機械工業 むつ市

103 エネルギープロダクト株式会社 三沢市 153 ＮＰＯ法人賛否両論 青森市

104 青森県塗装事業協同組合 青森市 154 有限会社葛西丸幸建設 黒石市

105 中道リース株式会社 青森市 155 株式会社京谷電気 八戸市

106 JFEテクノリサーチ株式会社東日本営業所 宮城県 156 株式会社forte 青森市

107 有限会社大平建設 黒石市 157 株式会社プライムハウジング 青森市

108 株式会社設備技研オサナイ 弘前市 158 附田建設株式会社 六ヶ所村

109 大矢建設工業株式会社 青森市 159 株式会社長内建築事務所 弘前市

110 白川建築設計事務所 藤崎町 160 株式会社角弘 青森市

111 株式会社テラソル 八戸市 161 株式会社サンルーフ・エコ 青森市

112 大管工業株式会社 青森市 162 株式会社フジタ　東北支店　青森営業所 青森市

113 特定非営利活動法人グリーンエネルギー青森 青森市 163 大泉開発株式会社 青森市

114 株式会社中綱組 十和田市 164 株式会社田中組 十和田市

115 株式会社日立製作所　東北支社 宮城県 165 株式会社シーケンスサービス 青森市

116 むつ小川原港洋上風力開発株式会社 八戸市 166 一般社団法人青森県産業廃棄物協会 青森市

117 株式会社木村鉄工所 むつ市 167 ｅＬ・パワー株式会社 八戸市

118 株式会社エコテクノ 青森市 168 株式会社ブルーマウステクノロジー 弘前市

119 株式会社天の川 青森市 169 日野建ホーム株式会社 青森市

120 津軽エネルギー株式会社 五所川原市 170 サンポット株式会社　青森営業所 青森市

121 株式会社青森クリエイト 六ヶ所村 171 株式会社高橋 三沢市

122 株式会社ミワ電工 五所川原市 172 株式会社長勝板金工業 八戸市

123 株式会社テラソリューション 弘前市 173 株式会社リアルウッド 平川市

124 株式会社工藤 八戸市 174 株式会社北電 青森市

125 （地独）青森県産業技術センター工業総合研究所 青森市 175 株式会社エコエナジー 八戸市

126 特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク 八戸市 176 株式会社川島隆太郎建築事務所 青森市

127 有限会社エコ・ネット 弘前市 177 株式会社白鳥プロパン 青森市

128 THK株式会社仙台支店 仙台市 178 ヒロデン株式会社 弘前市

129 株式会社ササキコーポレーション 十和田市 179 越友産業株式会社 青森市

130 環境緑花工業株式会社 八戸市 180 株式会社アジデン 五所川原市

131 ATOMWorks株式会社 六ヶ所村 181 東京整流器株式会社　東北支部 八戸市

132 有限会社ビット・テック 五所川原市 182 株式会社第一ホーム 八戸市

133 青森環境開発株式会社 青森市 183 株式会社工藤酸素店 弘前市

134 日本スティーベル株式会社　北海道営業所 北海道 184 株式会社今工務所 五所川原市

135 株式会社藤本建設 青森市 185 大和電業株式会社 八戸市

136 有限会社シーズ 青森市 186 高橋電気工業株式会社 青森市

137 丸喜株式会社　齋藤組 青森市 187 株式会社竹内組 中泊町

138 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック 平川市 188 株式会社コロナ　青森支店 青森市

139 青森木炭社 青森市 189 株式会社測地コンサルシステム 青森市

140 三共計測プラス株式会社 つがる市 190 株式会社イーセクト 黒石市

141 株式会社東酸 青森市 191 有限会社弘前重機 弘前市

142 日本レコードマネジメント株式会社　青森事業所 六ヶ所村 192 株式会社ディンプレックス・ジャパン 北海道

143 大成建設株式会社東北支店　青森営業所 青森市 193 株式会社津軽半島エコエネ 外ヶ浜町

144 カミテック株式会社 弘前市 194 株式会社エム電業 青森市

145 日本砿研株式会社 黒石市 195 株式会社津軽バイオマスエナジー 平川市

146 株式会社西村組 弘前市 196 東邦電工株式会社 青森市

147 ゼネレールホームサービス株式会社 弘前市 197 アークコンサル株式会社 青森市

148 株式会社喜多山工務店 弘前市 198 シナネン株式会社　ファブヒート事業部 宮城県

149 有限会社東奥電気 十和田市 199 有限会社千釜建設 青森市

150 相坂技術士事務所 青森市 200 国立大学法人弘前大学　地域戦略研究所 青森市
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200 企業 ・ 団体名 所在地 250 企業 ・ 団体名 所在地

201 小幡建設工業株式会社 八戸市 251 青森県立むつ工業高等学校 むつ市

202 田中建設工業株式会社 十和田市 252 有限会社十文字林業 六ヶ所村

203 村林電機株式会社　むつ支店 むつ市 253 NECネッツエスアイ株式会社 青森営業所 青森市

204 eesa studio株式会社 八戸市 254 株式会社永木精機 六ヶ所村

205 株式会社東北日立 宮城県 255 株式会社Dshift 大阪府大阪市

206 南部シビルコンサルタンツ株式会社 十和田市 256 東京海上日動火災保険株式会社　青森支店 青森市

207 株式会社トラストプラン 弘前市 257 ワンオール株式会社 青森市

208 マルチプライ株式会社　青森営業所 青森市

209 株式会社サポート青森 青森市

210 株式会社アックスエンジニアリング むつ市

211 株式会社ヤマネン石油ガス 青森市

212 株式会社建匠おだぎり 弘前市

213 株式会社東和電気 青森市

214 株式会社弘善商会 弘前市

215 一般財団法人日本立地センター 東京都

216 サムテック株式会社 大阪府

217 社会福祉法人つくし会 鰺ヶ沢町

218 株式会社東北産業 五戸町

219 嶽開発株式会社 弘前市

220 株式会社橋本油店 八戸市

221 有限会社亜細亜建設 青森市

222 大日本コンサルタント株式会社　青森営業所 青森市

223 弘前ガス株式会社 弘前市

224 アンデス電気株式会社 八戸市

225 株式会社田名部組 八戸市

226 東北発電工業株式会社　エンジニアリング部 宮城県

227 株式会社村下建設工業 新郷村

228 ヒューマンホーム株式会社 八戸市

229 青森県民エナジー株式会社 八戸市

230 有限会社青総メンテナンス 青森市

231 日立造船株式会社 大阪府

232 ヤンマーエネルギーシステム株式会社
盛岡営業所 岩手県

233 グリーンパワーインベストメント 東京都

234 三菱化工機株式会社 神奈川県

235 AURA-Green Energy株式会社 青森市

236 冨士見総業株式会社 弘前市

237 張山電氣株式会社 弘前市

238 富士通株式会社 神奈川県

239 津軽パワー株式会社 外ヶ浜町

240 北通開発産業株式会社 大間町

241 会津建設株式会社 つがる市

242 有限会社リンケージ 青森市

243 株式会社協和運送 青森市

244 株式会社東日本不動産 弘前市

245 株式会社青森資源 青森市

246 フジプラント株式会社 弘前市

247 株式会社アイシーシーコンピューターシステム 青森市

248 日本風力開発株式会社　青森事務所 青森市

249 ユネストホーム株式会社 青森市

250 なりたでんき 弘前市
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市町村名 所属等

1 藤崎町 企画財政課企画係

2 八戸市 環境部環境政策課

3 平川市 企画財政課企画調整係

4 七戸町 企画調整課

5 弘前市 企画部企画課スマートシティ担当

6 五所川原市 財政部企画課

7 深浦町 総合戦略課

8 むつ市 エネルギー戦略課

9 新郷村 総務課企画グループ

10 青森市 環境政策課

11 おいらせ町 政策推進課

12 三沢市 経済部産業政策課

13 外ヶ浜町 住民課

14 中泊町 総合戦略課

15 鶴田町 企画観光課
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