
宮城県新商品特定随意契約制度

認定商品紹介



制度の詳しい情報・申請書のダウンロードはこちら↓
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html

認定のメリット

①県の機関は，認定された新商品を直接購入若しくは借り入れる又は新役
務を調達しようとする場合，通常の競争入札によらず，随意契約で購入等
できるようになります。
（ただし，この認定が「新商品」の購入等を約束するものではありません)
②認定商品等については，県のホームページで公表して広く周知します。

■申請できる方（以下のいずれかに該当する方）

・宮城県内に所在する中小企業者
・申請する商品の開発について，宮城県の補助金を受けた方
・宮城県から経営革新計画の承認を受けた方
・知事が特に必要と認めた方

■認定の基準
地方自治法施行規則第１２条の３第１項で規定している基準を満たしている新商品等

であること
（同規則に基づき「新規性」「有用性」「事業実施の確実性」が認められる商品等であ

ること）

■認定期間
認定された日より３年間（１回に限り更新することが出来ます）

■申請の方法

申請を予定される方は，事前に御相談ください。

■募集時期
原則年１回募集します。

宮城県新商品特定随意契約制度の概要

宮城県では，優れた新商品を生産又は新役務を提供し，新たな事業分野の開拓を図る
中小企業者等の方々を支援するため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第４号に基
づく新商品の認定制度を実施しています。
この制度は，県における調達の機会を増やすことにより，新商品等の販売実績作りと売

上増を直接的に支援するとともに，社会的な認知度の向上を図ることを目的としています。

制度の目的
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●ビルを活かす窓 既存ビル窓の省エネルギー化に貢献
断熱性能や遮熱効果に優れ、暖房・冷房費のランニングコストを抑えます。
夏の熱い太陽光線が日射熱遮蔽性能で快適空間を実現

●工事費の大幅コストダウン
施工時の外部足場不要で室内からの施工ができるため工事費用が削減し施工時間も短縮でき工事時

期も選びません。

●多種多様の窓に取り付け可能（引き違い窓を除く）
軸回転窓・縦すべり窓・排煙窓オペレータ付・ＦＩＸ等

複層硝子の製造
複層硝子の販売・修理・エクステリア
ガラス工事全般
リフォーム断熱改修工事等

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

100㎡ 改修工事 材工共 45,000円（税別） / ㎡

ビジネスホテル・老人ホーム・病院・店舗
オフィスビル等・既存ビル全般

認定番号
R3-2-1

仙台市内ビジネスホテル
産婦人科病院・オフィスビル
一関ビジネスホテル等

新商品の概要

主な使用例

参考価格

会社概要
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株式会社サンシバ複層
代表者名 大久保 良一
所在地 宮城県名取市本郷字焼野１４１－４
電話番号 022-382-1051
ホームページ http://www.sanshiba.jp

販売実績

事業概要・主要商品



●超極薄25mm・直付LED照明器具
簡単設置・部屋広々・スッキリ

●３段階調光・省エネ
消費電力 15W～30W → 電気代 1/2～1/6)
リモコンにて３段階の調光(明るい/標準/節電) 、OFF(消灯)が可能です。

●地産地消…県内調達率60%のまさしく宮城県産品
県内アルミ建材メーカーから構造部品調達。他、多数部品を自社生産し完成品組立迄一貫生産。

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

定価 29,800円(税別) /台 ※売価はご相談下さい。

認定番号
２９-４-

事務所､オフィスビル事務フロア、会議室、学校、工場、
試験場、展示場、廊下、トイレ、店舗他

製品開発・金型設計／製造・自動機設計
／組立・複合化部品開発・精密プレス・
基板実装・車載／セキュリティー製品他
の組立～出荷、LED照明器具「エコライト
シリーズ」の設計製造、販売

宮城県庁1F消費生活センター、
大崎市民病院岩出山分院、
県立大崎高等技術専門校、
au携帯電話SHOP、空港施設㈱
他多数

認定番号
R2-２-３

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要
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事業概要・主要商品

販売実績

新商品の概要

ヤマセ電気株式会社
代表者名 菱沼 厚
所 在 地 宮城県遠田郡美里町青生字柳原80
電話番号 0229-32-5663
ホームページ http://www.yamase-net.co.jp/



● 配光特性の異なる３種類のレンズの採用と、顧客ニーズに適合した配置・設計及び、そのシミュ
レーション技術。

● 薄型・小型・軽量化を実現した屋外用 LED照明
● 看板照明／駐車場への優位性

１６０度の配光を実現することで器具間ピッチ１０ｍを達成し、設置台数の大幅な削減とイニ
シャルコストの低減。

● 照明ムラの低減
対象物の均一照明に加え、ハレーションを抑えた高品質な照明の提供。

● 周囲環境への配慮
看板内に有効に光が広がることで看板のみを明るく照明すると共に、周囲への漏れ光を抑えて
光害を減らした照明を提供できます。

環境機器販売業
ＯＡ 機器販売業
医療福祉事業

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

参考価格：４０,０００円／台～ ※ 詳細はお問い合わせください。

公共施設、駐車場、工場、倉庫、看板、ホテル、マンション、
老人ホーム、病院、オフィスビル、道路灯、ソーラーLED照明 等

認定番号
R1-2-１

駐車場、各種看板、街路灯

新商品の概要

主な使用例

参考価格

会社概要

5

株式会社 東北オフィスマシン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 裕之
所在地 宮城県仙台市若林区河原町２－１０－２３
電話番号 ０２２－２２７－１０９１
ホームページ http://www.touhoku-om.co.jp

販売実績

事業概要・主要商品

新拡散構造
特許第４７４６１５２号取得
特許第５４２５２８９号取得

他社のLED

配光特性の比較 （※配光は赤く囲んでいる部分）



●４段調光システム

・調光を４段階に変更可能【ロータリー式：100% 70% 50% 30% モード】

・既存の照明スイッチにて調光可能。⇒  調光器具設置や配線等を変更せずに調光。

・メモリー機能内蔵。⇒ 設定をメモリーに記憶する為、そのつど変更操作不要。

・お知らせ機能。⇒ 発光部の明滅回数により、現状モードの設定確認可能。

・消費電力の大幅削減。⇒ FL４０W蛍光灯の代替えで、最大 約1/7・ 7W程度 迄

●ハイブリッドナノコーティング

・従来両立困難だった、親水性(ほこり等)・疎水性(カーボン・タバコ等)の汚れ防止

●省エネと快適性を実現【 多彩な調光システム ⇒ 長期利用での活用に柔軟に対応 】

・無線・赤外線・信号・DALI等、多彩な調光システムに、安価なオプションで対応。

●環境省 照明グリーン購入法 該当商品

株式会社エコライフサポート
代表者名 代表取締役 奈 良 坂 進
所在地 仙台市宮城野区榴岡３丁目２－５
電話番号 ０２２－７９２－９８２１
ホームページ http://eco-ls.co.jp

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

逆富士４０W形6,900lm【 2灯式相当 】

SKR-V470330/N/4 定価 32,800円/台

認定番号
R2-1-1

国土交通省、東北大学、きらやかリース、
七十七銀行、パークタワー台原、大林道路、
福島銀行、高輪ザ・レジデンス、鹿島道路、
ＰＦＵ東日本、バイタルネット、他

・全ての蛍光灯の入替による、消費電力大幅削減。
・初期導入のＬＥＤ入替により、最適な照度確保

及び消費電力の削減
・対象先：全事業場【2019年蛍光灯器具生産完了】

●エコ関連事業：ＬＥＤ照明・太陽光・空調 他
●オフィス関連事業：事務所関連設備システム等
●リフォーム関連事業：事業用及び個人用 各種
●その他：消毒液・多目的洗剤・非常用備蓄品 他
●建設業・電気工事業：工事・保守・サポート

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要
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事業概要・主要商品

新商品の概要

販売実績



●1台で多機能！

冷房・暖房・除湿・換気・除菌・除臭・空気清浄の多機能を1台で行います。

ウィルス対策の換気をしながら同時に空調も行い、快適な室内を維持します。

処理風量500m3/h（16人分の換気量です）。

●省スペース設置！

天井内に収まる省スペース機器です。（W1.3m×D1.3m×H0.4m）

ヒートポンプ内蔵で、室外機がなく冷媒配管工事がありません。

●省エネ効果！

全熱交換器+ヒートポンプ+デシカント（吸湿ローター）をあわせた仕様で、除湿効率が良く

従来品と比べ大幅な省エネを実現するとともに、室内エアコンの負荷も低減します。

省CO2化にも寄与します。

株式会社アースクリーン東北
代表者名 今野 賢一
所在地 仙台市若林区伊在2丁目14-17
電話番号 022-288-2888
ホームページ http://www.earthclean.co.jp

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

980,000円/台 ※詳細は直接お問い合わせください

認定番号
R3-1-2

福祉施設・会室室、
スポーツクラブ、飲食店

オフィス・スポーツクラブ・病院・福祉施設
飲食店等換気が必要な場所に適しています。

デシカント空調機・メガクール空調機
設計製造及び販売、空調設備機器工事業、
メンテナンス事業、環境制御機器、卸、小売

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要
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事業概要・主要商品

新商品の概要

販売実績

ウィルス対策換気

除湿に強い空調

天井埋込型

http://www.earthclean.co.jp/


●ノンフロン空調！

打ち水の原理（自然エネルギー）を応用した気化冷却で、フロンを使用せずに冷房します。

水の気化蒸発効率を最大限引きあげ、外気の温度が高い程冷房します。（上グラフ）

水の使用量は蒸発する程度のわずかな水量で、光熱費もおさえた設計です。

●大風量を処理可能！

大風量の換気空気を冷房するのは大きなエネルギーが必要です。

当製品で冷やせるところまで冷房し、不足分だけを従来空調で冷房する事で大きな省エネ効果が

期待できます。気化した水分で湿度があがらない特殊構造で冷えすぎない快適空気を提供します。

●省エネ効果！

冬も顕熱交換器として運転可能で、年間通して省エネに寄与します。

エアコンの室外機にあたる部分がなく、夏のデマンド対策にも効果的です。

株式会社アースクリーン東北
代表者名 今野 賢一
所在地 仙台市若林区伊在2丁目14-17
電話番号 022-288-2888
ホームページ http://www.earthclean.co.jp

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

2,800,000円（風量4,000m3/h）/台～ ※詳細は直接お問い合わせください

認定番号
R3-１-3

工場、ショッピングセンター、
オフィス・体育館、データセンター

工場、ショッピングセンター等大風量の換気
が必要な場所、データセンターの様な年間冷房
の施設に適しています。

デシカント空調機・メガクール空調機
設計製造及び販売、空調設備機器工事業、
メンテナンス事業、環境制御機器、卸、小売

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要
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事業概要・主要商品

新商品の概要

販売実績

大風量換気冷房

気化した水分で湿度
が上がらず快適

デマンド対策

http://www.earthclean.co.jp/


●水銀灯投光器等からの置き換えが可能

高い消費効率の為、更新の際 台数削減が可能になり、最大で83％の省エネを実現。

●投光器の取り付けが簡単

電源装置一体型にも対応可能な為、取付作業時間が短縮できます。

●軽量設計によりポールへの負荷を軽減

他社の投光器と比べ、約半分の重量 5.5Ｋｇの軽量設計を実現。

新築でもポールの基礎を小さくすることが可能です。

株式会社東北オフィスマシン
代表者名 代表取締役 齋藤 裕之
所在地 仙台市若林区河原町2丁目10-23
電話番号 022-227-1091
ホームページ https：//ｗｗｗ.touhpku-om.co.jp

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

60,000円/台~ 詳しくはお問い合わせください。

認定番号
R3-1-4

ショッピングモール、駐車場、
街路灯、壁面看板

駐車場、屋外施設、街路灯、各種看板

環境商品の企画､開発､設計､販売
OA機器販売、医療福祉機器販売

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要
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事業概要・主要商品

新商品の概要

販売実績

※水銀灯700ｗ相当ＬＥＤ比較 　　　　※ショッピングモール1500台規模の駐車場↓

光束(Lm)
消費効率

Ｌm/w
照度(Lx) 消費電力(W)

平均照度40lx/

必要台数

他社1

他社2

丸型投光器

137

170

43

42

33

LED照明比較表 　下記の照度は高さ12ｍのポールに取付け10m範囲で照射の場合。

他社比較

① 14,404

②

③

122

116

120

15,900

20,400

118 24

30

40

高い消費効率(省エネ率)を実現しました。



●高出力・高効率ハイブリッド発電システム搭載！
～独自開発の風力発電機と両面受光型太陽光パネルで発電効率UP～

【風力発電】極細多芯巻線コイルとハルバッハ配列ネオジウム磁石を採用。
【太陽光発電】両面受光型を採用し、裏面からの反射光でも発電します。

●静音性に優れています！
静音設計により風力発電の騒音問題を解消、設置施設を制限しません。
住宅地や仮設住宅、教育施設や市民センターなど設置実績多数。

●防災防犯の電源が欲しい…避難施設の目標が欲しい！
ビル屋上や広範な敷地での電源確保が防災防犯ポイントを拡張します。
停電時の明るい照明と、シンボリックな風車が避難目標になります。

株式会社馬渕工業所
代表者名 小野 寿光
所在地 宮城県仙台市太白区郡山4-10-2
電話番号 022-247-0181
ホームページ http://mabuchi-engineering.com/

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

1,870,000円 ※詳細は直接お問い合わせください

沿岸部、山間部、学校施設や市民センター等で、
街路灯や監視カメラ、Wi-Fiスポット電源として
移動や増設も簡単に計画しながら使えます。

認定番号
R2-２-1

管工事業、建築設備工事設計・施工
上下道配水管設備工事
環境（再生エネルギー）設備設計・施工
マブチ・ハイブリッドポールⅡ製造販売

【宮城県内実績42基(初代機含む)】
宮城県蔵王自然の家
宮城教育大学
宮戸地区復興再生多目的施設
仙台高専 名取・広瀬キャンパス内

新商品の概要

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要

10

販売実績

事業概要・主要商品



● 安定供給
日本国内製（宮城県）であり、安定して供給ができます

● 安全性
リチウムイオン電池の中でも安全性の高いマンガン酸リチウムイオン電池です
電池の性能を最大限に生かし、安全性も確保するための制御装置（BMS）付きです

● 高品質
新設の電池製造ラインで作られ、QMSを制定し運用しています

株式会社 IDF
代表者名 佐藤 幸太郎
所在地 宮城県石巻市皿貝字宮田7-3
電話番号 0225-62-3231
ホームページ https://www.i-d-f.co.jp/

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

※詳細は直接お問い合わせください

太陽光パネル付き街路灯、仮設信号機、ソーラー
システム用など、鉛蓄電池の代替品として、広く
使われています。

認定番号
R3-２-1

駐車場用街路灯

新商品の概要

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要

11

事業概要・主要商品

12V：400W,800Wﾀｲﾌﾟ 24V:700W,1.4kWﾀｲﾌﾟ

販売実績

単電池 組電池



株式会社イトーキ
代表者名 代表取締役社長 平井 嘉朗
所在地 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-20(仙台支店)
電話番号 022-266-3511
ホームページ http://www.itoki.jp/

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

390,000円（税抜）～ ※詳細は直接お問い合わせ下さい

ロビー・エントランス・打合せ・休憩等の空間 官公庁・民間企業

認定番号
R2-３-１

●宮城県産スギ材を宮城県内で製造した家具です。

●日本の伝統的な木工技法「楔締めほぞ接ぎ」を取り入れて、堅牢性を高めました。

●空間の間仕切りとしても利用でき、ロビーに独立したスペースを創り出す両面使いのシェルフです。

●ロビー・ラウンジ用家具のパッセジャータとのトータルコーディネートで、さらに心 地よい木質の
くつろぎ空間を創出出来ます。

●挽板3層構造のCLT技術の採用により、安心・安全にお使いいただけます。

●使用される方々に対して、環境・地域貢献への配慮をPR出来ます。

オフィス家具製造・販売
建材内装製品製造・販売

事業概要・主要商品

新商品の概要

販売実績主な使用例

参考価格

会社概要

12



株式会社イトーキ
代表者名 代表取締役社長 平井 嘉朗
所在地 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-20(仙台支店)
電話番号 022-266-3511
ホームページ http://www.itoki.jp/

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

148,000円（税抜）～ ※詳細は直接お問い合わせ下さい

ロビー・エントランス・打合せ・休憩等の空間 官公庁・民間企業

認定番号
R2-３-２

●宮城県産スギ材を宮城県内で製造した家具です。

●背もたれや座面の丸みが心地よい着座感で、長くすわっていたいロビー、ラウンジ用家具です。

●人々が集い、会話が生まれ、笑顔がこぼれる。そんな情景にぴったりの家具です。

●曲線が空間を柔らかに演出し、あたたかな人とのふれあいを誘発します。

●挽板3層構造のCLT技術の採用により、安心・安全にお使いいただけます。

●使用される方々に対して、環境・地域貢献への配慮をPR出来ます。

オフィス家具製造・販売
建材内装製品製造・販売

新商品の概要

主な使用例

参考価格

会 社 概 要 事業概要・主要商品

販売実績
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●送迎計画の自動立案
数分程度で送迎計画を自動立案できます。

●「効率」と「要望」を両立した送迎計画を立案
希望時刻など利用者様の要望と、送迎効率のバランスを取った送迎ルートを作成できます。

●送迎計画の共有
作成した送迎計画は、タブレットに配信可能。また、送迎表を出力することも可能です。

●簡単導入
クラウドサービスのため、ブラウザと Google ID だけで導入可能です。

こちら（https://wel.michisuji.com/app.html?demo）から無料で、ご体験いただけます。

株式会社トレック
代表取締役 佐々木 卓也
所在地 宮城県仙台市青葉区二日町 14-15アミ･グランデ二日町2F
電話番号 022-711-7777
ホームページ http://trek.co.jp

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

月額 20,000円～ ※詳細は下記の価格表をご覧ください:

https://wel.michisuji.com/about/#pricing

デイサービス等の通所介護施設や、通所リハビリ
施設での送迎業務をサポートします。

デイサービス
介護老人保健施設

(宮城県内・東京都内)

認定番号
R1-３-１

ソフトウェアの開発、販売

新商品の概要

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要

販売実績

事業概要・主要商品
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●新素材の割り箸を開発しました！
耐熱温度が＋１4０℃と電子レンジ使用できます。（耐冷温度－40℃）

●「環境」「身体」に優しい
森林伐採による環境破壊や生態系破壊につながりません。
防カビ剤、漂白剤等の薬品は一切使用しておりません。
ささくれや尖らずに折れる（直角）為特に子供、視覚障害の方は安心です。

●長期保存が可能
本製品特徴により災害備蓄品基準の長期保存ができます。

株式会社明康
代表者名 近江明男
所在地 宮城県塩竈市新浜町2丁目23-１6
電話番号 022-362-3211
ホームページ http://www.hotate-biomass.com/

バイオマスプラスティック原料
製造並びに成形・加工
「ホタテ割り箸」「洗い箸」

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

200円（税抜）/10膳入 ※詳細は直接お問い合わせください

一般消費者、地方自治体、施設、ホテル、一般法人等
の食堂並びにお弁当用
地方自治体や町内会等の備蓄品（災害備蓄品）

飲食店、ドラックストア等の小
売店、ﾉﾍﾞﾙﾃｨ品として販売中

認定番号
R1-3-2

直角に折れます！ 滑り止め加工

ホタテ貝殻粉末５１％含むバイオマスプラスチックの使い捨て割り箸です！

広告・宣伝刻印

新商品の概要

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要

販売実績

事業概要・主要商品
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●古い着物地をリメイクした巾着袋

箪笥に眠る何千枚もの中から選りすぐったおめでたい文様の着物地を素材とし、亘理町の女性たちが
一つひとつ丁寧な手仕事で仕上げている。

●亘理町の返礼文化を再現した商品

大切なものを包み、贈る亘理町のゆかしい返礼文化を再現し、感謝の心を伝える商品。

●国内外のブランドとのコラボレーション実績有

宮城県知事が海外を訪問される際の記念品にも選定されている。

●多様な色柄の着物地と裏地を組み合せるデザイン

ミシンの上糸と下糸に異なる色を用いて正確なステッチを行う独自の縫製手法。

意匠権取得＜意匠登録 第1544938号＞

株式会社ＷＡＴＡＬＩＳ
代表者名 引地 恵
所在地 宮城県亘理郡亘理町字中町２２
電話番号 0223-23-1975
ホームページ http://watalis.co.jp/

着物地のリメイク雑貨製造販売
・ＦＵＧＵＲＯ
・きものカードケース
・きものヘアゴム 他

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

FUGURO（小） 3,024円 (税込)～
※使用する生地により価格が異なるため，詳細は直接お問い合わせください。

外務省/宮城県庁/仙台市役所/
亘理町役場/宮城大学/他企業等
〇国内常設店舗 52ヵ所

認定番号
R3-2-2
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新商品の概要

参 考 価 格

会 社 概 要

大切な方への感謝を込めた贈り物
海外の方へのお土産
バッグインバッグ、サブバッグとして
リビングに飾るインテリアとして

主な使用例 販売実績

事業概要・主要商品



●抗菌材入りの和紙を使用

この商品は和紙自体に抗菌剤を入れて製造しております。

抗菌活性値が6.4という数値で強い抗菌作用が期待できます。(2.0以上で抗菌効果あり)

●脱プラスティックで環境保全

プラスティックを使わないエコな商品、FSC認証紙のため地球の環境保持に貢献。

SDGｓの取り組みにもつながりイメージアップ。

●オリジナリティーの多様さ

窓付きや小さいサイズものなどご希望の仕様で作成できます。

長井紙業株式会社
代表者名 長井 邦浩
所在地 宮城県仙台市若林区伊在３－７－２
電話番号 022-288-8025
ホームページ https://nagai-tokyo.jp

日本の和紙を主力とした紙全般を販売、
及び印刷、製袋、折り加工などの紙加
工の製造販売。
紙販売・飲食店向け商材卸・箸袋など

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

61.6円/枚(1,000枚の場合)※詳細は直接お問い合わせください。

自治体、教育機関、観光機関イベント、ア
ニメプロモーション企画、スポーツ団体、
ノベルティ販売等

認定番号
R2-２-２
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新商品の概要

参 考 価 格

会 社 概 要

地方自治体・イベント関連・観光施設・教育機関
プロモーション企画等など幅広い業態での使用。

主な使用例 販売実績

事業概要・主要商品

オリジナルファイル A4サイズファイル マスク用ファイル



●自然由来で除菌・抗菌 SDGｓの観点で

本来廃棄物である卵殻を焼成した原料を主成分に天然由来成分のみで作りました。アルコールや塩
素系を含まず、人と自然にやさしい製品です。また、モスリムフレンドリー認証も得ており、国や宗
教にかかわらず全世代の方々にご使用いただける、安心安全なSDGs対応商品です。

●高い除菌・抗菌効果

使用シーンに限らず様々な菌やウイルスなどに対して、不活性化が実証されました。各エビデンス
を取得。新型コロナ（代替ウイルス）、インフルエンザにも効果（不活性化）が確認されています。

●自社内一貫製造で確かな品質

企画から製造販売まで一貫して自社内で行い、確かな品質をお届します。 また、各シーンにおけ
るお客様の声を反映した製品づくりに取り組んでおります。

ニイヌマ株式会社
代表者名：新沼 利英
所在地：宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
電話番号：0225-95-1123
ホームページ：https://cleanegg.jp/

金物販売業・福祉事業・LED照明製造業・
電気工事業・生ゴミ処理事業・農業事業・
イノベーション事業・物流事業・海外事業
ほか

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

300ml（12本/CS）¥7,800（税別）～

病院・福祉施設・学校・給食セ
ンター・保育園・官庁・オフィ
スなど、多様な方々が使用する
施設

認定番号
R2-２-３
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新商品の概要

参 考 価 格

会 社 概 要

様々な用途・施設・物品の消菌抗菌に使用できます。敏感肌・
アトピー・アルコールなどアレルギー症の方々に優しく刺激が
少ない。
お子様からシニア世代、外国人など不特定多数の施設で有用。

主な使用例 販売実績

事業概要・主要商品



●地球に優しい軽油の代替燃料

植物性廃食用油を原料とした、軽油の代替燃料です。

軽油と比べて、Ｂ100は100％、Ｂ５は5％、CO2排出量を

削減できます。☆エコマーク認証取得製品☆

●高品質・高純度燃料

積み重ねたノウハウと減圧蒸留精製による、全国屈指の

高品質・高純度燃料です。

●資源循環型社会の形成に貢献

廃食用油を原料とした燃料で、サーキュラーエコノミーを実現できます。

有限会社千田清掃
代表者名 代表取締役 千田信良
所在地 大崎市古川狐塚字西田７７
電話番号 0229-27-3151
ホームページ https://www.clean77.jp

バイオディーゼル燃料事業、
廃食用油リサイクル事業、
し尿浄化槽汚泥収集運搬、
浄化槽維持管理、ベンリー宮城古川店

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

B100：120円／ℓ B5：140円／ℓ（軽油価格等により変動あり）

大崎市、大衡村、㈱NTT東日本、 ㈱高速、
東京エレクトロン宮城㈱、㈱東北イノアッ
ク、西松建設㈱ 、㈱ネクスコメンテナン
ス東北 他 （順不同、敬称略）

認定番号
R3-1-5
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新商品の概要

参 考 価 格

会 社 概 要

トラックや重機、フォークリフト、発電機、
農業機械など、ディーゼルエンジン搭載の車・
機械の燃料として広くご利用いただいています。

主な使用例 販売実績

事業概要・主要商品

B100（左）とB5（右）

タンクローリー
による配送

簡易給油タンク
も利用可能

工場見学
環境出前講座
実施中！



●茶づくりは、まず茶葉の摘採において丁寧に手摘みからはじまり、蒸しにしっかりと時間をかけて
整えます。粗揉から精揉までの間にも丁寧に選別を行い、手間を掛けてより旨みを抽出します。
石巻市桃生は北限の茶産地にして、少量生産で固有の土壌と気候が育んだ独特な「香気」を有する
希少性も高い茶葉です。
玄米茶の原材料となる東松島産の「かぐや姫」米は、特定の契約農家から仕入れを行っており、焙
煎にもこだわり、２日間を掛けて香ばしさを高めております。
原材料は茶葉、米共に宮城県産100%です。

●北限の茶処の夢。復興石巻の魂の御茶。寒冷な東北の地で伊達正宗公が茶栽培を奨励してから四百
有余年。茶づくりは宮城県石巻市桃生の茶畑で受け継がれて来ました。北上川が悠々と流れる山間
にさんさんと太陽は降り注ぎ、湧き上がる露とミネラルを運ぶ追波湾（おっぱわん）の潮風が瑞々
しい茶葉を育みます。

●JR東日本豪華列車「四季島」のメニューに「伊達茶（玄米茶）」が採用されました。

株式会社矢部園茶舗
代表者名 矢部 亨
所在地 宮城県塩竈市海岸通２－３
電話番号 022-364-1515
ホームページ yabe-en.com/

日本茶（茶葉）
日本茶（ペットボトル）
お菓子（茶ぷりん、さけまる）
急須、器 詰め合わせ

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

煎茶 1,080円 玄米茶 864円 （税込）

ご自宅用、ご贈答用
温茶、冷茶でもお召し上がりいただけます
キャリーボトル（持ち運びボトル）もございます

ホテル（加賀屋旅館）
飲食店（湯島くろぎ）
量販店

認定番号
R2-２-２

新商品の概要

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要
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事業概要・主要商品

販売実績



●宮城県石巻産「桃生茶」を使用
石巻市には「桃生茶」というお茶があります。桃生茶は伊達政宗公が殖産振興のために奨励した400年
も歴史のある由緒あるお茶です。地元原料を使用することで地域経済の活性化と東日本大震災の復興
に貢献したいと考え開発をいたしました。
●北限ならではの味
他の地域に比べ、寒さに耐えて茶葉が育つことから砂糖を入れなくても甘みを感じられる紅茶に仕上
がります。また日本の茶葉で日本で加工をした紅茶なので、海外の紅茶に比べてえぐみが無く、とて
も飲みやすいのでホットでもアイスでも楽しめます。
●和紅茶の最高峰技術を習得
村松二六氏が特許を取得した機器と独自の技術による紅茶製法は、紅茶の水色・香り・滋味を一段と
高める、日本でも最高峰の紅茶製造技術です。その技術を二六氏本人から直接ご指導いただき習得い
たしました。

有限会社ファーム・ソレイユ東北
代表者名 日野雅晴
所在地 宮城県石巻市旭町10-8
電話番号 0225-22-2887
ホームページ https://ocha-asahien.co.jp/

日本茶及び仏事返礼品の販売
国産紅茶「kitaha」製造販売
自社紅茶工場運営

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

紅茶リーフ20g ¥540 紅茶ティーバッグ ¥540～¥1,080

お土産や自分へのご褒美またはプレゼントにとお買い求め
いただいており、最近では会社の贈答品や式典での
ノベルティーにご利用いただき用途の幅を広げております。

外務省、内閣府、空港、
JR東日本、ホテル、飲
食店、量販店

認定番号
R3-1-6

新商品の概要

主な使用例

参 考 価 格

会 社 概 要
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●いつでもどこのでもそのまま手軽に食べられる！
電気・ガス・水道などのインフラが使えなくなる災害時、調理不要でそのまま手軽にお召し上がり

頂けます。

●みんなが食べやすいゼリー状非常食。
お子さんやお年寄り、飲み込む力が弱い方等にも食べ易い非常食です。エナジータイプはアレルゲ

ン特定原材料27品目不使用、バランスタイプは7品目不使用です。

●備蓄にも持ち運びにもコンパクト
ポケットに入るサイズなので、作業時やスポーツ、お出かけの際のカロリー補給に最適。備蓄に必

要な場所も省スペース。食べ終わった後もペタンとできてゴミの減量化に。

株式会社ワンテーブル
代表者名 島田昌幸
所在地 宮城県多賀城市八幡字一本柳117-8
電話番号 022-355-6696
ホームページ https://www.onetable.jp/

備蓄食品（LIFE STOCK）の企画・製造・
販売、OEM受託製造、防災・地域創生に係
るコンサルティング

宮城県新商品特定随意契約制度認定商品

バランスタイプ（30g）168円／個、エナジータイプ（100g）298円／個

※税抜価格となります。詳細は直接お問い合わせください

使用シーン：非常時に向けた備蓄、スポーツ・イベント時、
食欲のないとき、介護・福祉の現場で日常的に。

使用箇所：企業・自治体、病院、介護・福祉施設、学校など。

自治体、企業、病院、福祉施設
等

認定番号
R1-２-2

新商品の概要

主な使用例

参考価格

会社概要
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お問い合わせ先
宮城県 経済商工観光部

中小企業支援室 企画調整班
電話 022-211-2745 ＦＡＸ 022-211-2749

メール chukisip@pref.miyagi.lg.jp

制度の概要・様式のダウンロード
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html

（令和3年12月発行）

mailto:shinsant@pref.miyagi.jp
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/zuikei.html

