


　高知県では、廃棄物の発生抑制やリサイクル産業の育成を図り、環境への負荷の少ない循環型社会を形成する
ための方策として、「高知県リサイクル製品等認定制度」を平成１６年度から実施しています。
　廃棄物などの循環資源を利用し、県内で製造加工される優秀な「リサイクル製品」と、環境に配慮した取組で優れ
た成果を挙げている県内の「環境配慮型事業所」、地域における循環型社会の形成に貢献していると認められた「エ
コショップ」について県が認定を行います。

　学識経験者等で構成する「高知県リサイクル製
品等認定審査会」において認定の適否について審
査が行われます。
　認定は知事が行い、認定証が交付されます。

　廃棄物や間伐材などを循環資
源として使用し、県内で製造加工
される製品で、安全性、規格、循環
資源の配合率等を定めた「高知県
リサイクル製品等認定制度」に適
合する製品

①廃棄物の発生抑制、リサイクル
製品の需要拡大等に積極的に
取り組んでいる店舗

② 「地産地消」の推進や環境に配
慮した活動等により、地域にお
ける循環型社会の形成に貢献
している店舗

リサイクル製品 環境配慮型事業所 エコショップ

「高知県リサイクル製品等認定制度」とは

認　　定　　対　　象

3年
（認定日から３年を経過
した日の属する年度末
日まで）
※更新申請可能

認定審査

認定期間

認定されると

高知県リサイクル製品等認定シンボルマーク

　環境に配慮した取組を積極的
に実施し、著しい成果を挙げてお
り、その先進性、技術性等から他
事業所における取り組みのモデ
ルとなる事業所

①県のホームページで紹介するほか、パンフレット
を作成し、幅広く広報します。

②県は認定製品、認定事業所及び認定エコショップ
の普及促進について取り組むとともに、認定製品
は、高知県のグリーン購入実施計画の重点調達品
目となります。

③認定製品、認定事業所及び認定エコショップは、そ
れぞれ「高知県認定リサイクル製品」、「高知県認
定環境配慮型事業所」、「高知県認定エコショップ」
と表示することができます。

④認定シンボルマークを表示することができます。

平成１６年度から平成２9年度までの認定リサイクル製品一覧

平成１６年度から平成２9年度までの認定環境配慮型事業所一覧
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（H16認定）環境にやさしい事業所　　フジグラン野市

（H16認定）環境にやさしい事業所　　株式会社相愛

（H16認定）環境にやさしい事業所　　株式会社オルタステクノロジー　本店・高知工場

（H16認定）環境負荷低減技術開発等事業所　　金星製紙株式会社

（H17認定）環境にやさしい事業所　　四万十町森林組合　大正集成材工場

（H17認定）環境にやさしい事業所　　有限会社安岡重機

（H17認定）環境負荷低減技術開発等事業所 　兼松エンジニアリング株式会社　本社

（H17認定）環境負荷低減技術開発等事業所 　兼松エンジニアリング株式会社　明見工場

（H19認定）環境にやさしい事業所　　有限会社大前田商店

（H20認定）環境負荷低減技術開発等事業所　　株式会社太陽

（H21認定）エコ事業所　　株式会社サンライズクリーニング　

（H21認定）環境にやさしい事業所　　田中石灰工業株式会社　高知プラスチック再生センター

（H22認定）環境にやさしい事業所　　株式会社サニーマート

（H23認定）環境にやさしい事業所　　株式会社サンプラザ

（H21認定）株式会社ナンコクスーパー　パステ店・高須店・下知店・大津店・長浜店
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平成２１年度から平成２9年度までの認定エコショップ一覧
定
認
県
知
高

エコショップ

定
認
県
知
高

リサイクル製品

平成30年度認定リサイクル製品一覧
定
認
県
知
高

リサイクル製品

土の花と菜野ルナジリオザラプンサ）定認32H（    ．87

ズービクッテ灰）定認42H（    ．97

ルイソ・ＳＴ土良改剤化固泥汚設建）定認52Ｈ（    ．18

袋ミゴり切水型立自クッリンボコエ）定認62Ｈ（    ．28

クッロブ型I）定認72Ｈ（    ．38

ンアィデーガ）定認72Ｈ（    ．48

クッロブーラトンア）定認72Ｈ（    ．58

鎧）定認72Ｈ（    ．68

Ⅱ境環）定認72Ｈ（    ．78

Ⅱドーガレプ）定認72Ｈ（    ．88

壁擁型L性震耐）定認72Ｈ（    ．98

ルーォウC.P.S-N）定認72Ｈ（    ．09

メルアルーテ）定認72Ｈ（    ．19

溝側型L付クッロブ界境道車歩）定認72Ｈ（    ．29

ンイレドーロ溝側KS）定認72Ｈ（    ．39

溝側字U型箱）定認72Ｈ（    ．49

）04－ＣＲ（石砕生再）定認82Ｈ（    ．59

）定認82Ｈ（    ．69 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン13）

98．    木のうちわ
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環境配慮型事業所
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7．

8．

77．

（H16認定）TS・マカダム　TS・Ｒサンド

（H16認定）TS・マカダム　TS・Ｒサンド（鉄鋼スラグ使用）

（H16認定）建設汚泥改良土

（H16認定）エコボンリック　水切りゴミ袋

（H16認定）エコハンドワイパー

（H23認定）DO側溝
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32．

33．

36．

38．

43．

44．

45．

46．

47．

69．

73．

74．

75．

（H17認定）ｍｏｎａｃｃａ　ｂａｇ（モナッカ）

（H17認定）Ｏ＆Ｄウッド

（H17認定）Ｏ＆Ｄウッド　残置型枠

（H17認定）クイックポット（筋工）

（H17認定）アントラーブロック

（H17認定）山河ブロック

（H17認定）Ⅰ型ブロック

（H17認定）ホライズン

（H17認定）夢グリーンⅡ４５型

（H20認定）ゆすはらペレット 

（H21認定）ＴＳペレット

（H21認定）１００％ＯＡ用紙原料トイレットペーパー

（H22認定）かんとりースーパーエコデザインミックス
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）定認92Ｈ（    ．79 再生密粒度アスコン13 6



平成１６年度から平成２9年度までの認定リサイクル製品一覧

平成１６年度から平成２9年度までの認定環境配慮型事業所一覧
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7．

8．

9．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

1．

（H16認定）環境にやさしい事業所　　フジグラン野市

（H16認定）環境にやさしい事業所　　株式会社相愛

（H16認定）環境にやさしい事業所　　株式会社オルタステクノロジー　本店・高知工場

（H16認定）環境負荷低減技術開発等事業所　　金星製紙株式会社

（H17認定）環境にやさしい事業所　　四万十町森林組合　大正集成材工場

（H17認定）環境にやさしい事業所　　有限会社安岡重機

（H17認定）環境負荷低減技術開発等事業所 　兼松エンジニアリング株式会社　本社

（H17認定）環境負荷低減技術開発等事業所 　兼松エンジニアリング株式会社　明見工場

（H19認定）環境にやさしい事業所　　有限会社大前田商店

（H20認定）環境負荷低減技術開発等事業所　　株式会社太陽

（H21認定）エコ事業所　　株式会社サンライズクリーニング　

（H21認定）環境にやさしい事業所　　田中石灰工業株式会社　高知プラスチック再生センター

（H22認定）環境にやさしい事業所　　株式会社サニーマート

（H23認定）環境にやさしい事業所　　株式会社サンプラザ

（H21認定）株式会社ナンコクスーパー　パステ店・高須店・下知店・大津店・長浜店
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平成２１年度から平成２9年度までの認定エコショップ一覧
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リサイクル製品

平成30年度認定リサイクル製品一覧
定
認
県
知
高

リサイクル製品

土の花と菜野ルナジリオザラプンサ）定認32H（    ．87

ズービクッテ灰）定認42H（    ．97

ルイソ・ＳＴ土良改剤化固泥汚設建）定認52Ｈ（    ．18

袋ミゴり切水型立自クッリンボコエ）定認62Ｈ（    ．28

クッロブ型I）定認72Ｈ（    ．38

ンアィデーガ）定認72Ｈ（    ．48

クッロブーラトンア）定認72Ｈ（    ．58

鎧）定認72Ｈ（    ．68

Ⅱ境環）定認72Ｈ（    ．78

Ⅱドーガレプ）定認72Ｈ（    ．88

壁擁型L性震耐）定認72Ｈ（    ．98

ルーォウC.P.S-N）定認72Ｈ（    ．09

メルアルーテ）定認72Ｈ（    ．19

溝側型L付クッロブ界境道車歩）定認72Ｈ（    ．29

ンイレドーロ溝側KS）定認72Ｈ（    ．39

溝側字U型箱）定認72Ｈ（    ．49

）04－ＣＲ（石砕生再）定認82Ｈ（    ．59

）定認82Ｈ（    ．69 再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン13）

98．    木のうちわ
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（H16認定）TS・マカダム　TS・Ｒサンド

（H16認定）TS・マカダム　TS・Ｒサンド（鉄鋼スラグ使用）

（H16認定）建設汚泥改良土

（H16認定）エコボンリック　水切りゴミ袋

（H16認定）エコハンドワイパー

（H23認定）DO側溝
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（H17認定）Ｏ＆Ｄウッド

（H17認定）Ｏ＆Ｄウッド　残置型枠

（H17認定）クイックポット（筋工）

（H17認定）アントラーブロック

（H17認定）山河ブロック

（H17認定）Ⅰ型ブロック

（H17認定）ホライズン

（H17認定）夢グリーンⅡ４５型

（H20認定）ゆすはらペレット 

（H21認定）ＴＳペレット

（H21認定）１００％ＯＡ用紙原料トイレットペーパー
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32. ｍｏｎａｃｃａ ｂａｇ（モナッカ）8. エコハンドワイパー

高
知
県
認
定
リサイクル製品

平成16年度から平成29年度までの
認定リサイクル製品一覧

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

再生PET樹脂を65％使用した、三角コー
ナー用、排水口用の水切りゴミ袋です。

回収ペットボトル（再生ＰＥＴ樹脂）
金星製紙 株式会社
０８８－８２２－８１０５

7. エコボンリック  水切りゴミ袋

H１６認定

生活用品

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

再生PET樹脂を100％使用した、ドライ化
学ぞうきんです。

回収ペットボトル（再生PET樹脂）
金星製紙 株式会社
０８８－８２２－８１０５

H１６認定

生活用品

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

高知県馬路村産の杉間伐材を使用したカ
バンです。

間間伐材
株式会社エコアス馬路村
０８８7－4４－2535

74. 100％ＯＡ用紙原料
トイレットペーパー

H２1認定

生活用品

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

高知県の事業所から出た使用済みのOA
用紙を100％原料とした製品です。

ＯＡ用紙の古紙
有限会社 丸英製紙
０８８－８９２－０６６１

75． かんとりー
スーパーエコデザインミックス

H26認定

生活用品

８２． エコボンリック
自立型水切りゴミ袋

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

再生PET樹脂を約65%使用した、三角コ
ーナーが不要の自立型水切りゴミ袋です。

回収ペットボトル（再生PET樹脂）
金星製紙 株式会社
０８８－８２２－８１０５

78． サンプラザオリジナル
野菜と花の土

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

スーパーマーケットから排出される食品残
さ（野菜くずなど）を活用した堆肥です。

食品残さ、牛ふん
株式会社 サンプラザ
０８８－８５２－３１２１

H２３認定

園芸・農業

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県梼原町産の間伐材を使用したペレ
ット燃料です。

間伐材
ゆすはらペレット 株式会社
０８８９－６５－０１２１

69. ゆすはらペレット

H２０認定

燃料

H１７認定

生活用品

循環資源

企 業 名
電 話
製品説明
食品工業汚泥や死魚・食品残さ等をブレン
ドして製造した肥料です。

汚泥、動植物性残さ、食品残さ、
養殖死魚、廃油、動物のふん尿
株式会社 エコデザイン研究所
０８８-８５０-６５７７

H２２認定

園芸・農業

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
プラスチック製容器包装を100％原料と
して製造された「再生プラスチック」です。

容器包装プラスチック
田中石灰工業 株式会社
０８８－８８２－１１７５

73. TSペレット

H２1認定

原料

株式会社エコアス馬路村

木のうちわ

間伐材

株式会社エコアス馬路村
〒781-6201 馬路村馬路1464-3
TEL 0887-44-2535　FAX 0887-42-1911

　高知県内で発生した杉間伐材を原料としたうちわです。間伐材を0.5mmに薄くスライスしたシート
を、木目が交互になるように、３枚重ね合わせてプレス接着して作っています。
　そのため、柔軟性(しなり)があり、丈夫で長持ちするほか、扇ぐと優しい木のかおりがします。
　また、シルク印刷等による名入れが可能で、企業のノベルティグッズとしてもご活用いただける商品
です。

認定リサイクル製品  98

企業名

製品名

原料となる循環資源

製品の特徴

左記の連絡先までお問い合わ
せ下さい。

参考価格

2



32. ｍｏｎａｃｃａ ｂａｇ（モナッカ）8. エコハンドワイパー

高
知
県
認
定
リサイクル製品

平成16年度から平成29年度までの
認定リサイクル製品一覧

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

再生PET樹脂を65％使用した、三角コー
ナー用、排水口用の水切りゴミ袋です。

回収ペットボトル（再生ＰＥＴ樹脂）
金星製紙 株式会社
０８８－８２２－８１０５

7. エコボンリック  水切りゴミ袋

H１６認定

生活用品

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

再生PET樹脂を100％使用した、ドライ化
学ぞうきんです。

回収ペットボトル（再生PET樹脂）
金星製紙 株式会社
０８８－８２２－８１０５

H１６認定

生活用品

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

高知県馬路村産の杉間伐材を使用したカ
バンです。

間間伐材
株式会社エコアス馬路村
０８８7－4４－2535

74. 100％ＯＡ用紙原料
トイレットペーパー

H２1認定

生活用品

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

高知県の事業所から出た使用済みのOA
用紙を100％原料とした製品です。

ＯＡ用紙の古紙
有限会社 丸英製紙
０８８－８９２－０６６１

75． かんとりー
スーパーエコデザインミックス

H26認定

生活用品

８２． エコボンリック
自立型水切りゴミ袋

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

再生PET樹脂を約65%使用した、三角コ
ーナーが不要の自立型水切りゴミ袋です。

回収ペットボトル（再生PET樹脂）
金星製紙 株式会社
０８８－８２２－８１０５

78． サンプラザオリジナル
野菜と花の土

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明

スーパーマーケットから排出される食品残
さ（野菜くずなど）を活用した堆肥です。

食品残さ、牛ふん
株式会社 サンプラザ
０８８－８５２－３１２１

H２３認定

園芸・農業

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県梼原町産の間伐材を使用したペレ
ット燃料です。

間伐材
ゆすはらペレット 株式会社
０８８９－６５－０１２１

69. ゆすはらペレット

H２０認定

燃料

H１７認定

生活用品

循環資源

企 業 名
電 話
製品説明
食品工業汚泥や死魚・食品残さ等をブレン
ドして製造した肥料です。

汚泥、動植物性残さ、食品残さ、
養殖死魚、廃油、動物のふん尿
株式会社 エコデザイン研究所
０８８-８５０-６５７７

H２２認定

園芸・農業

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
プラスチック製容器包装を100％原料と
して製造された「再生プラスチック」です。

容器包装プラスチック
田中石灰工業 株式会社
０８８－８８２－１１７５

73. TSペレット

H２1認定

原料
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46. ホライズン

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
溶融スラグを利用した大型積みブロックで、
製品表面は擬石模様です。

溶融スラグ
三共コンクリート 株式会社
０８８０－６６－１５１１

47. 夢グリーンⅡ４５型

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
製品表面に孔を設け環境性に優れた、河川
護岸に利用されるブロックです。

溶融スラグ
三共コンクリート 株式会社
０８８０－６６－１５１１

77． ＤＯ側溝

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用した車道と歩道の境
に設置する路側円形側溝です。

フライアッシュ（石炭灰）
有限会社 須崎サブコン
０８８９－５２－２７１８

43. アントラーブロック

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
溶融スラグを利用した大型積みブロックで、
表面は擬石模様です。

溶融スラグ
三共コンクリート 株式会社
０８８０－６６－１５１１

44. 山河ブロック

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
溶融スラグを利用した大型積みブロックで、
製品表面は自然石です。

溶融スラグ
三共コンクリート 株式会社
０８８０－６６－１５１１

45. Ⅰ 型ブロック

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
溶融スラグを利用した大型積みブロックで、
製品表面は擬石模様です。

溶融スラグ
三共コンクリート 株式会社
０８８０－６６－１５１１

H１７認定

工事

H１７認定

工事

H１７認定

工事

H１７認定

工事

H１７認定

工事

施行後

H２３認定

工事

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
建設汚泥とセメント､破砕コンクリートを混
練－養生固化し破砕した再生砕石です。

建設汚泥、がれき類
田中石灰工業 株式会社
０８８－８８２－１１５８

1. TS・マカダム  TS・Ｒサンド

写真はTS・マカダム

H１６認定

工事

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
TS･マカダム Rサンドに鉄鋼スラグを混合
した再生砕石です。

建設汚泥、がれき類、鉄鋼スラグ
田中石灰工業 株式会社
０８８－８８２－１１５８

H１６認定

工事

2. TS・マカダム TS・Ｒサンド
（鉄鋼スラグ使用）

写真はTS・Rサンド

33. Ｏ＆Ｄウッド 38. クイックポット（筋工）36. Ｏ＆Ｄウッド  残置型枠

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
圧縮処理した木材に保存剤を加圧注入し、
耐久性を持たせた木材です。

間伐材
溝渕林産興業 株式会社
０８８－８６２－２２４４

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
コンクリート打設後の型枠の撤去を要せず
景観保持が可能な残置型枠です。

間伐材
溝渕林産興業 株式会社
０８８－８６２－２２４４

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
圧縮処理した木材に保存剤を加圧注入し
耐久性を持たせた筋工です。

間伐材
溝渕林産興業 株式会社
０８８－８６２－２２４４

H１７認定

工事

H１７認定

工事

H１７認定

工事

3. 建設汚泥改良土

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
建設汚泥に無機固化剤で強度を出現させ
た改良土です。

建設汚泥
株式会社 国際環境技研
０８８－８４７－２５６２

H１６認定

工事

79. 灰テックビーズ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
石炭灰（フライアッシュ）に水とセメント、消石灰
を混合・造粒して製造する人工地盤材料です。

フライアッシュ（石炭灰）
東洋電化工業 株式会社
０８８－８３４－４８３４

H２４認定

工事

81. 建設汚泥固化剤改良土 ＴＳ・ソイル

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
建設汚泥を水分調整後、高炉セメント及び特殊
固化材を混練撹拌し、製品化した改良土です。

建設汚泥
田中石灰工業　株式会社
088－882－1158

H25認定

工事

84. ガーディアン

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用した大型積みブロックです。背面も
裏型枠として兼用でき、表法勾配を自由に設定できます。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

83. Ⅰ 型ブロック

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用した自立型大型積みブロックです。
裏型枠が不要で胴込めコンクリートの打設も容易です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

85. アントラーブロック

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用した大型積みブロックです。控長を
35cmとして1㎡あたり1個使用となるよう大型化しました。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

86. 鎧

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用したブロックで、法勾配1.5～
２割で覆土を補強し、覆土法面の緑化を促進します。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

H2７認定

工事

87. 環境Ⅱ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県で開発された中詰めタイプのかみ合わせ型ブロック
です。コンクリート不要で中詰め土砂で緑化を促進します。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

88. プレガードⅡ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県で開発された独立型防護柵基礎です。現場打ちと比べ
型枠不要です。安全を図った弱者対応型も用意されています。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

弱者対応型

89. 耐震性Ｌ型擁壁

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県で開発された東南海・南海地震対応
型のＬ型擁壁です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

90. N-S.P.Cウォール

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
打設高を１日当たり1.0ｍとすることが
できる軽量盛土擁壁工です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

91. テールアルメ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
パネルと連結した帯状の鋼製補強材（ストリップ）と土
の摩擦効果で盛土を補強する、補強土壁構造物です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

92. 歩車道境界ブロック付L型側溝

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
車道と歩道の境界に使う縁石ブロックに、Ｌ型側溝の
エプロン部を組み合わせて、一体成型した製品です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

H2７認定

工事
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79. 灰テックビーズ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
石炭灰（フライアッシュ）に水とセメント、消石灰
を混合・造粒して製造する人工地盤材料です。

フライアッシュ（石炭灰）
東洋電化工業 株式会社
０８８－８３４－４８３４

H２４認定

工事

81. 建設汚泥固化剤改良土 ＴＳ・ソイル

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
建設汚泥を水分調整後、高炉セメント及び特殊
固化材を混練撹拌し、製品化した改良土です。

建設汚泥
田中石灰工業　株式会社
088－882－1158

H25認定

工事

84. ガーディアン

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用した大型積みブロックです。背面も
裏型枠として兼用でき、表法勾配を自由に設定できます。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

83. Ⅰ 型ブロック

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用した自立型大型積みブロックです。
裏型枠が不要で胴込めコンクリートの打設も容易です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

85. アントラーブロック

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用した大型積みブロックです。控長を
35cmとして1㎡あたり1個使用となるよう大型化しました。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

86. 鎧

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
フライアッシュを使用したブロックで、法勾配1.5～
２割で覆土を補強し、覆土法面の緑化を促進します。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

H2７認定

工事

87. 環境Ⅱ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県で開発された中詰めタイプのかみ合わせ型ブロック
です。コンクリート不要で中詰め土砂で緑化を促進します。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

88. プレガードⅡ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県で開発された独立型防護柵基礎です。現場打ちと比べ
型枠不要です。安全を図った弱者対応型も用意されています。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

弱者対応型

89. 耐震性Ｌ型擁壁

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県で開発された東南海・南海地震対応
型のＬ型擁壁です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

90. N-S.P.Cウォール

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
打設高を１日当たり1.0ｍとすることが
できる軽量盛土擁壁工です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

91. テールアルメ

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
パネルと連結した帯状の鋼製補強材（ストリップ）と土
の摩擦効果で盛土を補強する、補強土壁構造物です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

92. 歩車道境界ブロック付L型側溝

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
車道と歩道の境界に使う縁石ブロックに、Ｌ型側溝の
エプロン部を組み合わせて、一体成型した製品です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

H2７認定

工事

5



93. SK側溝ロードレイン

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
狭い排水溝を縦断的に連続することで、スリップ防止
や道路幅員の有効利用、景観にも配慮した側溝です。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

９７. 再生密粒度アスコン１３

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県内における道路舗装工事で発生したアスファルト・コンクリ
ート塊を骨材として再利用した再生加熱アスファルト混合物です。

アスファルト・コンクリート塊
株式会社 南四国アスコン
０８８－865－8452

H29認定

工事

９６. 再生アスファルト混合物
（再生密粒度アスコン13）

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県内における道路舗装工事で発生したアスファルト・コンクリート
塊を破砕・選別し、骨材として再利用した再生アスファルト混合物です。

アスファルト・コンクリート塊
大林道路株式会社 高知アスファルト混合所
088－850－3715

H28認定

工事

平成16年度から平成２９年度までの
認定環境配慮型事業所一覧

高
知
県
認
定
環境配慮型事業所

環 境 に や さ し い 事 業 所

事業所名
所在地等

取組概要

フジグラン野市
〒７８１－５２３２ 香南市野市町西野２００７番地１
TEL ０８８７－５７－８２１１　FAX ０８８７－５７－８２１２

・生鮮食品の加工残さや売れ残り商品、レストランの加工残さ、食べ残しなどで発生
する生ゴミを専用の冷蔵庫で保管後、店内で肥料原料を作成し、生ゴミの発生量を
年間１００t削減している。

・肥料原料については、地域の農業生産者団体（室戸ふれあいエコファーム）におい
て肥料化され、この肥料を使った農作物を再び店舗で販売するという食品資源循環
システムの取り組みを行っている。

・食品残さ以外でもダンボール・パッケージ・書類等の紙ゴミ、ビン・カン・ペットボトル・
ポリ袋・発泡スチロール等に関して可能な限り分別とリサイクル処理を行い焼却ゴ
ミ・埋立てゴミの削減に努めている。

認定番号　1 認定年度　平成１６年度

94. 箱型U字側溝

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
固定金具なしで蓋のズレやガタツキを抑え、騒音を
解消した防音型側溝で、可変勾配タイプもあります。

フライアッシュ（石炭灰）
四国ブロック工業 株式会社
０８８－897－0036

H2７認定

工事

９５. 再生砕石（RC-40）

循環資源
企 業 名
電 話
製品説明
高知県内の建設現場から発生した産業廃棄物であるがれき類（コンクリー
ト塊）を破砕による中間処理後、選別し、製造した再生砕石（ＲＣ－40）です。

コンクリート塊
大林道路株式会社 高知アスファルト混合所
088－850－3715

H28認定

工事

高
知
県
認
定
リサイクル製品

　各製品の詳細情報を知
りたい場合は、各製品掲載
欄にある認定事業者電話
番号へ問合せをお願いい
たします。
　認定製品の積極的な利
用について
ご協力をお
願いいたし
ます。
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事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  相愛
〒７８０－０００２ 高知市重倉２６６－２
TEL ０８８－８４６－６７００　FAX ０８８－８４６－６７１１

・地形の改変や、自然エネルギーの活用など周辺環境への負荷を少なくし、自然の力
をできる限り活用する設計に基づいた社屋の建設。

・環境省のエコアクション２１認定制度を継続更新し、環境活動を実施している。（エコ
アクション２１は愛媛支店にも認証拡大。）

・木質ペレットヒーティングシステムの製造・販売により、化石燃料使用の抑制に努め
ている。

株式会社  オルタステクノロジー本店・高知工場
〒７８３－００６２ 南国市久礼田２４２０
TEL ０８８－８６２－１０００　FAX ０８８－８６２－１６００

・１９９８年にＩＳＯ１４００１を取得し、廃棄物の発生抑制について積極的な取組みを進
め、工場から出る廃棄物について２００３年度ゼロエミッション達成（廃棄物の埋立率
１％以下）。以降活動を継続している。

・2008年以降、設備更新に伴い高効率熱源機器への更新による省エネルギー化と
CO2排出量の削減を展開中。

・製造工程で使用するクリーニングガスの三フッ化窒素（NF3）及びエッチングガスの
六フッ化硫黄（SF6）を代替化し、代替ガスとして、温暖化係数“１”のフッ化カルボニ
ル（COF2）を採用。特にエッチングガスの代替化は量産工場としては、世界で初めて
の試み。

・Ｊ－クレジット制度への参画等、環境に配慮した物づくりを推進。

四万十町森林組合　大正集成材工場
〒７８６－０３０２ 高岡郡四万十町瀬里５７－３
TEL ０８８０－２７－０１７５　FAX ０８８０－２７－１０３２

・森林整備事業を行うなかで搬出された間伐材を使用した家具や集成材製品を製造。
・木質バイオマスボイラーの使用や工場・事務所内の照明のＬＥＤ化により省エネに努

めている。
・FSC（森林管理協議会）やＳＧＥＣ（『緑の循環』認証会議）の認証材を取扱い及び積

極的に販売している。

認定番号　2

認定番号　3

認定年度　平成１７年度認定番号　6

認定年度　平成１６年度

認定年度　平成１６年度

事業所名
所在地等

取組概要

有限会社  安岡重機
〒７８４－００４６ 安芸市下山１６２６－１
TEL ０８８７－３４－３６６６　FAX ０８８７－３４－３６６９

・木質バイオマス事業（重油換算で475kL/年の削減）。
・環境省令に基づく施設の設置及び適用。
・県内の森林資源を木質バイオマスエネルギーとして利用促進。（燃料用ペレットの製

品化。）

認定番号　7 認定年度　平成１７年度

有限会社  大前田商店
〒７８３－００４４ 南国市岡豊町八幡８６０－１
TEL ０８８－８６２－１５５５　FAX ０８８－８６２－１５７９

・廃棄物（4品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず）を混合し、固形燃料化
（RPF：Refuse Paper & Plastic Fuel）し石炭代替燃料を製造している。
・機密文章を焼却処分せず、再生紙原料としてリサイクル化している。
・プルタブを収集し、車椅子に交換する活動を実施している。
・工場への見学者を受け入れ、リサイクルに対する啓発活動も積極的に行っている。

認定番号　12 認定年度　平成１９年度

田中石灰工業株式会社  高知プラスチック再生センター
〒７８１－０１１２ 高知市仁井田４６０９
※（本社）田中石灰工業株式会社
　　　　〒７８１－８１２５ 高知市五台山３９８３
　　　　TEL ０８８－８８２－１１７５　FAX ０８８－８８２－８２９２

・容器包装プラスチックとして持ち込まれた廃棄物を、機械選別と手選別により徹底選
別をし、破砕・洗浄・比重選別・脱水・乾燥工程を経てペレットを製造しており、廃棄物の
再資源化率の向上に努めている。

・ペレット化できない複合素材品から塩素を取り除きセメント原料として再生利用して
いる。

・地域住民や学校等からの見学者を受け入れ環境学習、ごみの適正分別等の啓発活動
を行っている。

認定番号　15 認定年度　平成２１年度

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サニーマート
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２丁目１番３７号
ＴＥＬ ０８８－８８４－６６３３　ＦＡＸ ０８８－８８４－００８１
ＵＲＬ：http://www.sunnymart.co.jp/

①食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取組
②プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組
③電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節電の取組
④LED照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的導入
⑤地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止（有料化）の実施
⑥高知県産の間伐材の積極的な利用

認定年度認定番号　16 認定年度　平成２２年度 事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンプラザ
〒７８１－１１０２ 土佐市高岡町乙２７番地１
ＴＥＬ ０８８－８５２－３１２１　ＦＡＸ ０８８－８５２－４１７６
ＵＲＬ：http://www.sunplaza-kochi.co.jp/

認定番号　17 認定年度　平成２３年度

①発生した食品残さを堆肥化することにより、焼却による処分を「０」化。その堆肥化し
た完熟土を活用して作った野菜の販売による循環の確立。

②これまで廃棄・焼却処分していた廃プラスチックを分別の徹底とＲＰＦ（固形燃料）へ
のリサイクルを進め、焼却処分を４０％削減。

③ポイント付き古紙回収システムを高知県で初めて導入し、地域の新聞や雑誌など古
紙の回収とリサイクルに貢献。

④店頭において、トレー・ペットボトル・エコキャップ・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・た
まごパックの回収を実施（回収実績：年間合計１５０トン）

⑤店内照明のLED化、省エネ冷蔵ケース及び電気自動車の導入。

事業所名
所在地等

取組概要

金星製紙  株式会社
〒７８０－０９２１ 高知市井口町６３番地
TEL ０８８－８２２－８１０５　FAX ０８８－８２２－８１０８

・回収ペットボトルから再生された繊維を原料としたリサイクル商品の開発に１９９２
年ごろからいち早く取り組み、水切りゴミ袋を製品化。

・水切りゴミ袋のほか、ペットボトルの再生繊維を１００％使用したフローリング取替え
シートやドライ化学ふきん（エコハンドワイパー）、無漂白パルプを利用したてんぷら
敷紙を製造、販売するなど環境に配慮した製品を開発、製造している。

・ダンボール、ポリ袋等のゴミを持ち込まない物流方法を開発し、関西と九州地区にて
運用中。

認定番号　5

環境負荷低減技術開発等事業所

事業所名
所在地等

取組概要

認定年度　平成１６年度

6
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事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  相愛
〒７８０－０００２ 高知市重倉２６６－２
TEL ０８８－８４６－６７００　FAX ０８８－８４６－６７１１

・地形の改変や、自然エネルギーの活用など周辺環境への負荷を少なくし、自然の力
をできる限り活用する設計に基づいた社屋の建設。

・環境省のエコアクション２１認定制度を継続更新し、環境活動を実施している。（エコ
アクション２１は愛媛支店にも認証拡大。）

・木質ペレットヒーティングシステムの製造・販売により、化石燃料使用の抑制に努め
ている。

株式会社  オルタステクノロジー本店・高知工場
〒７８３－００６２ 南国市久礼田２４２０
TEL ０８８－８６２－１０００　FAX ０８８－８６２－１６００

・１９９８年にＩＳＯ１４００１を取得し、廃棄物の発生抑制について積極的な取組みを進
め、工場から出る廃棄物について２００３年度ゼロエミッション達成（廃棄物の埋立率
１％以下）。以降活動を継続している。

・2008年以降、設備更新に伴い高効率熱源機器への更新による省エネルギー化と
CO2排出量の削減を展開中。

・製造工程で使用するクリーニングガスの三フッ化窒素（NF3）及びエッチングガスの
六フッ化硫黄（SF6）を代替化し、代替ガスとして、温暖化係数“１”のフッ化カルボニ
ル（COF2）を採用。特にエッチングガスの代替化は量産工場としては、世界で初めて
の試み。

・Ｊ－クレジット制度への参画等、環境に配慮した物づくりを推進。

四万十町森林組合　大正集成材工場
〒７８６－０３０２ 高岡郡四万十町瀬里５７－３
TEL ０８８０－２７－０１７５　FAX ０８８０－２７－１０３２

・森林整備事業を行うなかで搬出された間伐材を使用した家具や集成材製品を製造。
・木質バイオマスボイラーの使用や工場・事務所内の照明のＬＥＤ化により省エネに努

めている。
・FSC（森林管理協議会）やＳＧＥＣ（『緑の循環』認証会議）の認証材を取扱い及び積

極的に販売している。

認定番号　2

認定番号　3

認定年度　平成１７年度認定番号　6

認定年度　平成１６年度

認定年度　平成１６年度

事業所名
所在地等

取組概要

有限会社  安岡重機
〒７８４－００４６ 安芸市下山１６２６－１
TEL ０８８７－３４－３６６６　FAX ０８８７－３４－３６６９

・木質バイオマス事業（重油換算で475kL/年の削減）。
・環境省令に基づく施設の設置及び適用。
・県内の森林資源を木質バイオマスエネルギーとして利用促進。（燃料用ペレットの製

品化。）

認定番号　7 認定年度　平成１７年度

有限会社  大前田商店
〒７８３－００４４ 南国市岡豊町八幡８６０－１
TEL ０８８－８６２－１５５５　FAX ０８８－８６２－１５７９

・廃棄物（4品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず）を混合し、固形燃料化
（RPF：Refuse Paper & Plastic Fuel）し石炭代替燃料を製造している。
・機密文章を焼却処分せず、再生紙原料としてリサイクル化している。
・プルタブを収集し、車椅子に交換する活動を実施している。
・工場への見学者を受け入れ、リサイクルに対する啓発活動も積極的に行っている。

認定番号　12 認定年度　平成１９年度

田中石灰工業株式会社  高知プラスチック再生センター
〒７８１－０１１２ 高知市仁井田４６０９
※（本社）田中石灰工業株式会社
　　　　〒７８１－８１２５ 高知市五台山３９８３
　　　　TEL ０８８－８８２－１１７５　FAX ０８８－８８２－８２９２

・容器包装プラスチックとして持ち込まれた廃棄物を、機械選別と手選別により徹底選
別をし、破砕・洗浄・比重選別・脱水・乾燥工程を経てペレットを製造しており、廃棄物の
再資源化率の向上に努めている。

・ペレット化できない複合素材品から塩素を取り除きセメント原料として再生利用して
いる。

・地域住民や学校等からの見学者を受け入れ環境学習、ごみの適正分別等の啓発活動
を行っている。

認定番号　15 認定年度　平成２１年度

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サニーマート
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２丁目１番３７号
ＴＥＬ ０８８－８８４－６６３３　ＦＡＸ ０８８－８８４－００８１
ＵＲＬ：http://www.sunnymart.co.jp/

①食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取組
②プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組
③電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節電の取組
④LED照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的導入
⑤地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止（有料化）の実施
⑥高知県産の間伐材の積極的な利用

認定年度認定番号　16 認定年度　平成２２年度 事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンプラザ
〒７８１－１１０２ 土佐市高岡町乙２７番地１
ＴＥＬ ０８８－８５２－３１２１　ＦＡＸ ０８８－８５２－４１７６
ＵＲＬ：http://www.sunplaza-kochi.co.jp/

認定番号　17 認定年度　平成２３年度

①発生した食品残さを堆肥化することにより、焼却による処分を「０」化。その堆肥化し
た完熟土を活用して作った野菜の販売による循環の確立。

②これまで廃棄・焼却処分していた廃プラスチックを分別の徹底とＲＰＦ（固形燃料）へ
のリサイクルを進め、焼却処分を４０％削減。

③ポイント付き古紙回収システムを高知県で初めて導入し、地域の新聞や雑誌など古
紙の回収とリサイクルに貢献。

④店頭において、トレー・ペットボトル・エコキャップ・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・た
まごパックの回収を実施（回収実績：年間合計１５０トン）

⑤店内照明のLED化、省エネ冷蔵ケース及び電気自動車の導入。

事業所名
所在地等

取組概要

金星製紙  株式会社
〒７８０－０９２１ 高知市井口町６３番地
TEL ０８８－８２２－８１０５　FAX ０８８－８２２－８１０８

・回収ペットボトルから再生された繊維を原料としたリサイクル商品の開発に１９９２
年ごろからいち早く取り組み、水切りゴミ袋を製品化。

・水切りゴミ袋のほか、ペットボトルの再生繊維を１００％使用したフローリング取替え
シートやドライ化学ふきん（エコハンドワイパー）、無漂白パルプを利用したてんぷら
敷紙を製造、販売するなど環境に配慮した製品を開発、製造している。

・ダンボール、ポリ袋等のゴミを持ち込まない物流方法を開発し、関西と九州地区にて
運用中。

認定番号　5

環境負荷低減技術開発等事業所

事業所名
所在地等

取組概要

認定年度　平成１６年度

7
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事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  相愛
〒７８０－０００２ 高知市重倉２６６－２
TEL ０８８－８４６－６７００　FAX ０８８－８４６－６７１１

・地形の改変や、自然エネルギーの活用など周辺環境への負荷を少なくし、自然の力
をできる限り活用する設計に基づいた社屋の建設。

・環境省のエコアクション２１認定制度を継続更新し、環境活動を実施している。（エコ
アクション２１は愛媛支店にも認証拡大。）

・木質ペレットヒーティングシステムの製造・販売により、化石燃料使用の抑制に努め
ている。

株式会社  オルタステクノロジー本店・高知工場
〒７８３－００６２ 南国市久礼田２４２０
TEL ０８８－８６２－１０００　FAX ０８８－８６２－１６００

・１９９８年にＩＳＯ１４００１を取得し、廃棄物の発生抑制について積極的な取組みを進
め、工場から出る廃棄物について２００３年度ゼロエミッション達成（廃棄物の埋立率
１％以下）。以降活動を継続している。

・2008年以降、設備更新に伴い高効率熱源機器への更新による省エネルギー化と
CO2排出量の削減を展開中。

・製造工程で使用するクリーニングガスの三フッ化窒素（NF3）及びエッチングガスの
六フッ化硫黄（SF6）を代替化し、代替ガスとして、温暖化係数“１”のフッ化カルボニ
ル（COF2）を採用。特にエッチングガスの代替化は量産工場としては、世界で初めて
の試み。

・Ｊ－クレジット制度への参画等、環境に配慮した物づくりを推進。

四万十町森林組合　大正集成材工場
〒７８６－０３０２ 高岡郡四万十町瀬里５７－３
TEL ０８８０－２７－０１７５　FAX ０８８０－２７－１０３２

・森林整備事業を行うなかで搬出された間伐材を使用した家具や集成材製品を製造。
・木質バイオマスボイラーの使用や工場・事務所内の照明のＬＥＤ化により省エネに努

めている。
・FSC（森林管理協議会）やＳＧＥＣ（『緑の循環』認証会議）の認証材を取扱い及び積

極的に販売している。

認定番号　2

認定番号　3

認定年度　平成１７年度認定番号　6

認定年度　平成１６年度

認定年度　平成１６年度

事業所名
所在地等

取組概要

有限会社  安岡重機
〒７８４－００４６ 安芸市下山１６２６－１
TEL ０８８７－３４－３６６６　FAX ０８８７－３４－３６６９

・木質バイオマス事業（重油換算で475kL/年の削減）。
・環境省令に基づく施設の設置及び適用。
・県内の森林資源を木質バイオマスエネルギーとして利用促進。（燃料用ペレットの製

品化。）

認定番号　7 認定年度　平成１７年度

有限会社  大前田商店
〒７８３－００４４ 南国市岡豊町八幡８６０－１
TEL ０８８－８６２－１５５５　FAX ０８８－８６２－１５７９

・廃棄物（4品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず）を混合し、固形燃料化
（RPF：Refuse Paper & Plastic Fuel）し石炭代替燃料を製造している。
・機密文章を焼却処分せず、再生紙原料としてリサイクル化している。
・プルタブを収集し、車椅子に交換する活動を実施している。
・工場への見学者を受け入れ、リサイクルに対する啓発活動も積極的に行っている。

認定番号　12 認定年度　平成１９年度

田中石灰工業株式会社  高知プラスチック再生センター
〒７８１－０１１２ 高知市仁井田４６０９
※（本社）田中石灰工業株式会社
　　　　〒７８１－８１２５ 高知市五台山３９８３
　　　　TEL ０８８－８８２－１１７５　FAX ０８８－８８２－８２９２

・容器包装プラスチックとして持ち込まれた廃棄物を、機械選別と手選別により徹底選
別をし、破砕・洗浄・比重選別・脱水・乾燥工程を経てペレットを製造しており、廃棄物の
再資源化率の向上に努めている。

・ペレット化できない複合素材品から塩素を取り除きセメント原料として再生利用して
いる。

・地域住民や学校等からの見学者を受け入れ環境学習、ごみの適正分別等の啓発活動
を行っている。

認定番号　15 認定年度　平成２１年度

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サニーマート
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２丁目１番３７号
ＴＥＬ ０８８－８８４－６６３３　ＦＡＸ ０８８－８８４－００８１
ＵＲＬ：http://www.sunnymart.co.jp/

①食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取組
②プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組
③電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節電の取組
④LED照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的導入
⑤地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止（有料化）の実施
⑥高知県産の間伐材の積極的な利用

認定年度認定番号　16 認定年度　平成２２年度 事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンプラザ
〒７８１－１１０２ 土佐市高岡町乙２７番地１
ＴＥＬ ０８８－８５２－３１２１　ＦＡＸ ０８８－８５２－４１７６
ＵＲＬ：http://www.sunplaza-kochi.co.jp/

認定番号　17 認定年度　平成２３年度

①発生した食品残さを堆肥化することにより、焼却による処分を「０」化。その堆肥化し
た完熟土を活用して作った野菜の販売による循環の確立。

②これまで廃棄・焼却処分していた廃プラスチックを分別の徹底とＲＰＦ（固形燃料）へ
のリサイクルを進め、焼却処分を４０％削減。

③ポイント付き古紙回収システムを高知県で初めて導入し、地域の新聞や雑誌など古
紙の回収とリサイクルに貢献。

④店頭において、トレー・ペットボトル・エコキャップ・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・た
まごパックの回収を実施（回収実績：年間合計１５０トン）

⑤店内照明のLED化、省エネ冷蔵ケース及び電気自動車の導入。

事業所名
所在地等

取組概要

金星製紙  株式会社
〒７８０－０９２１ 高知市井口町６３番地
TEL ０８８－８２２－８１０５　FAX ０８８－８２２－８１０８

・回収ペットボトルから再生された繊維を原料としたリサイクル商品の開発に１９９２
年ごろからいち早く取り組み、水切りゴミ袋を製品化。

・水切りゴミ袋のほか、ペットボトルの再生繊維を１００％使用したフローリング取替え
シートやドライ化学ふきん（エコハンドワイパー）、無漂白パルプを利用したてんぷら
敷紙を製造、販売するなど環境に配慮した製品を開発、製造している。

・ダンボール、ポリ袋等のゴミを持ち込まない物流方法を開発し、関西と九州地区にて
運用中。

認定番号　5

環境負荷低減技術開発等事業所

事業所名
所在地等

取組概要

認定年度　平成１６年度

10 11

兼松エンジニアリング株式会社　明見工場
〒７８３－０００７ 南国市明見９１３－１１
TEL ０８８－８６４－１５０６　FAX ０８８－８６４－１１６７

・主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機等の環境整備機器の製造販
売を行っている。

・強力吸引作業車は道路での側溝清掃、土木建築現場での汚泥吸引、工場での乾粉等
各種産業廃棄物の吸引回収に利用されている。

・高圧洗浄車は、下水道管の洗浄作業に利用されている。
・リサイクルコンビ車は強力吸引車と高圧洗浄車の機能を１台に集約し尚且つ回収汚

水を洗浄水として再利用する機能を備えている。
・汚泥脱水機及び減容機は中間処理場における汚泥の脱水、減容化に利用。
・製品の大部分は県外に販売され、日本全国の自然環境の保全に貢献している。

兼松エンジニアリング株式会社　本社
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９８１番地７
TEL ０８８－８４５－５５１１　FAX ０８８－８４５－５２１１

認定番号　8 認定年度　平成１７年度

認定番号　9 認定年度　平成１７年度

本社

明見工場

事業所名
所在地等

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  太陽
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９５０
TEL ０８８－８４６－１２３０　FAX ０８８－８４６－２７０４

・食品工場から排出される廃食油を燃料化し、蒸気熱源（ボイラー）等として利用する
システムを開発。

・生産工場（金属・機械加工）から発生する煙（油煙）・臭気を削減、油煙・臭気を炉内で直
接燃焼し消滅させる技術を開発し、作業環境の改善を図る。

・再生資源＋バイオマスエネルギーとしてECOボイラーによる燃料費削減を実現。全
国に向け事業展開している。

認定番号　13 認定年度　平成２０年度 事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンライズクリーニング
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙２１２０－５
TEL ０８８－８６６－１３２３　FAX ０８８－８６６－１４３２

・レジ袋の有料化及びオリジナルエコバックの販売によりレジ袋使用量を削減。
・当店使用ハンガーのポイント交換による回収を実施。再利用できる物は洗浄後に再

使用し、再使用できない物は製造業者に送り再資源化。
・工場内の各蛍光灯にスイッチを取り付け、持ち場を離れる時には電気を消す。作業終

了時には機械のブレーカーを落とす。店舗は空調設備の設定温度を定め、空調温度
の変化を少なくするために自動ドアの扉を両開きから片開きに変更し、窓にルーバー
を取り付け、消費電力を削減する取組を実施している。

認定番号　14

エコ事業所

認定年度　平成２１年度

事業所名 株式会社  ナンコクスーパー　
　パステ店、高須店、下知店、大津店、長浜店

所在地等

取組概要
・店頭で使用するトレーの材質を統一することにより、これまで回収のできなかった
「発泡トレー以外のトレー」の店頭回収を実施し、回収率が大幅に向上。
・お買い物袋辞退カードの設置、マイバッグ、マイバスケットの販売によりレジ袋使用

量を削減。
・裸売り、ばら売りが可能な製品は必要な量だけ購入できるようにし、商品購入に伴う

家庭ごみの発生抑制に努めている。

〒７８３－０００２ 南国市駅前町１－４－３４　
ＴＥＬ ０８８－８６３－１１４６　FAX ０８８－８６３－１２４３
〒７８１－８１２３ 高知市高須３－２７－３５
ＴＥＬ ０８８－８８４－０２００　ＦＡＸ ０８８－８８４－０２７４
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２－３－２６
ＴＥＬ ０８８－８８４－５３２８　ＦＡＸ ０８８－８８４－５３０３
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙１０４０－１
ＴＥＬ ０８８－８６６－０２０１　ＦＡＸ ０８８－８６６－７５２５
〒７８１－０２７０ 高知市長浜６２６
ＴＥＬ ０８８－８４２－３２５１　ＦＡＸ ０８８－８４２－３２５２

認定番号　1

パステ店

高 須 店

下 知 店

大 津 店

長 浜 店

高
知
県
認
定
エコショップ

平成21年度から平成29年度までの
　　　認定エコショップ

認定年度　平成２１年度
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事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  相愛
〒７８０－０００２ 高知市重倉２６６－２
TEL ０８８－８４６－６７００　FAX ０８８－８４６－６７１１

・地形の改変や、自然エネルギーの活用など周辺環境への負荷を少なくし、自然の力
をできる限り活用する設計に基づいた社屋の建設。

・環境省のエコアクション２１認定制度を継続更新し、環境活動を実施している。（エコ
アクション２１は愛媛支店にも認証拡大。）

・木質ペレットヒーティングシステムの製造・販売により、化石燃料使用の抑制に努め
ている。

株式会社  オルタステクノロジー本店・高知工場
〒７８３－００６２ 南国市久礼田２４２０
TEL ０８８－８６２－１０００　FAX ０８８－８６２－１６００

・１９９８年にＩＳＯ１４００１を取得し、廃棄物の発生抑制について積極的な取組みを進
め、工場から出る廃棄物について２００３年度ゼロエミッション達成（廃棄物の埋立率
１％以下）。以降活動を継続している。

・2008年以降、設備更新に伴い高効率熱源機器への更新による省エネルギー化と
CO2排出量の削減を展開中。

・製造工程で使用するクリーニングガスの三フッ化窒素（NF3）及びエッチングガスの
六フッ化硫黄（SF6）を代替化し、代替ガスとして、温暖化係数“１”のフッ化カルボニ
ル（COF2）を採用。特にエッチングガスの代替化は量産工場としては、世界で初めて
の試み。

・Ｊ－クレジット制度への参画等、環境に配慮した物づくりを推進。

四万十町森林組合　大正集成材工場
〒７８６－０３０２ 高岡郡四万十町瀬里５７－３
TEL ０８８０－２７－０１７５　FAX ０８８０－２７－１０３２

・森林整備事業を行うなかで搬出された間伐材を使用した家具や集成材製品を製造。
・木質バイオマスボイラーの使用や工場・事務所内の照明のＬＥＤ化により省エネに努

めている。
・FSC（森林管理協議会）やＳＧＥＣ（『緑の循環』認証会議）の認証材を取扱い及び積

極的に販売している。

認定番号　2

認定番号　3

認定年度　平成１７年度認定番号　6

認定年度　平成１６年度

認定年度　平成１６年度

事業所名
所在地等

取組概要

有限会社  安岡重機
〒７８４－００４６ 安芸市下山１６２６－１
TEL ０８８７－３４－３６６６　FAX ０８８７－３４－３６６９

・木質バイオマス事業（重油換算で475kL/年の削減）。
・環境省令に基づく施設の設置及び適用。
・県内の森林資源を木質バイオマスエネルギーとして利用促進。（燃料用ペレットの製

品化。）

認定番号　7 認定年度　平成１７年度

有限会社  大前田商店
〒７８３－００４４ 南国市岡豊町八幡８６０－１
TEL ０８８－８６２－１５５５　FAX ０８８－８６２－１５７９

・廃棄物（4品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず）を混合し、固形燃料化
（RPF：Refuse Paper & Plastic Fuel）し石炭代替燃料を製造している。
・機密文章を焼却処分せず、再生紙原料としてリサイクル化している。
・プルタブを収集し、車椅子に交換する活動を実施している。
・工場への見学者を受け入れ、リサイクルに対する啓発活動も積極的に行っている。

認定番号　12 認定年度　平成１９年度

田中石灰工業株式会社  高知プラスチック再生センター
〒７８１－０１１２ 高知市仁井田４６０９
※（本社）田中石灰工業株式会社
　　　　〒７８１－８１２５ 高知市五台山３９８３
　　　　TEL ０８８－８８２－１１７５　FAX ０８８－８８２－８２９２

・容器包装プラスチックとして持ち込まれた廃棄物を、機械選別と手選別により徹底選
別をし、破砕・洗浄・比重選別・脱水・乾燥工程を経てペレットを製造しており、廃棄物の
再資源化率の向上に努めている。

・ペレット化できない複合素材品から塩素を取り除きセメント原料として再生利用して
いる。

・地域住民や学校等からの見学者を受け入れ環境学習、ごみの適正分別等の啓発活動
を行っている。

認定番号　15 認定年度　平成２１年度

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サニーマート
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２丁目１番３７号
ＴＥＬ ０８８－８８４－６６３３　ＦＡＸ ０８８－８８４－００８１
ＵＲＬ：http://www.sunnymart.co.jp/

①食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取組
②プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組
③電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節電の取組
④LED照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的導入
⑤地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止（有料化）の実施
⑥高知県産の間伐材の積極的な利用

認定年度認定番号　16 認定年度　平成２２年度 事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンプラザ
〒７８１－１１０２ 土佐市高岡町乙２７番地１
ＴＥＬ ０８８－８５２－３１２１　ＦＡＸ ０８８－８５２－４１７６
ＵＲＬ：http://www.sunplaza-kochi.co.jp/

認定番号　17 認定年度　平成２３年度

①発生した食品残さを堆肥化することにより、焼却による処分を「０」化。その堆肥化し
た完熟土を活用して作った野菜の販売による循環の確立。

②これまで廃棄・焼却処分していた廃プラスチックを分別の徹底とＲＰＦ（固形燃料）へ
のリサイクルを進め、焼却処分を４０％削減。

③ポイント付き古紙回収システムを高知県で初めて導入し、地域の新聞や雑誌など古
紙の回収とリサイクルに貢献。

④店頭において、トレー・ペットボトル・エコキャップ・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・た
まごパックの回収を実施（回収実績：年間合計１５０トン）

⑤店内照明のLED化、省エネ冷蔵ケース及び電気自動車の導入。

事業所名
所在地等

取組概要

金星製紙  株式会社
〒７８０－０９２１ 高知市井口町６３番地
TEL ０８８－８２２－８１０５　FAX ０８８－８２２－８１０８

・回収ペットボトルから再生された繊維を原料としたリサイクル商品の開発に１９９２
年ごろからいち早く取り組み、水切りゴミ袋を製品化。

・水切りゴミ袋のほか、ペットボトルの再生繊維を１００％使用したフローリング取替え
シートやドライ化学ふきん（エコハンドワイパー）、無漂白パルプを利用したてんぷら
敷紙を製造、販売するなど環境に配慮した製品を開発、製造している。

・ダンボール、ポリ袋等のゴミを持ち込まない物流方法を開発し、関西と九州地区にて
運用中。

認定番号　5

環境負荷低減技術開発等事業所

事業所名
所在地等

取組概要

認定年度　平成１６年度

10 11

兼松エンジニアリング株式会社　明見工場
〒７８３－０００７ 南国市明見９１３－１１
TEL ０８８－８６４－１５０６　FAX ０８８－８６４－１１６７

・主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機等の環境整備機器の製造販
売を行っている。

・強力吸引作業車は道路での側溝清掃、土木建築現場での汚泥吸引、工場での乾粉等
各種産業廃棄物の吸引回収に利用されている。

・高圧洗浄車は、下水道管の洗浄作業に利用されている。
・リサイクルコンビ車は強力吸引車と高圧洗浄車の機能を１台に集約し尚且つ回収汚

水を洗浄水として再利用する機能を備えている。
・汚泥脱水機及び減容機は中間処理場における汚泥の脱水、減容化に利用。
・製品の大部分は県外に販売され、日本全国の自然環境の保全に貢献している。

兼松エンジニアリング株式会社　本社
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９８１番地７
TEL ０８８－８４５－５５１１　FAX ０８８－８４５－５２１１

認定番号　8 認定年度　平成１７年度

認定番号　9 認定年度　平成１７年度

本社

明見工場

事業所名
所在地等

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  太陽
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９５０
TEL ０８８－８４６－１２３０　FAX ０８８－８４６－２７０４

・食品工場から排出される廃食油を燃料化し、蒸気熱源（ボイラー）等として利用する
システムを開発。

・生産工場（金属・機械加工）から発生する煙（油煙）・臭気を削減、油煙・臭気を炉内で直
接燃焼し消滅させる技術を開発し、作業環境の改善を図る。

・再生資源＋バイオマスエネルギーとしてECOボイラーによる燃料費削減を実現。全
国に向け事業展開している。

認定番号　13 認定年度　平成２０年度 事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンライズクリーニング
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙２１２０－５
TEL ０８８－８６６－１３２３　FAX ０８８－８６６－１４３２

・レジ袋の有料化及びオリジナルエコバックの販売によりレジ袋使用量を削減。
・当店使用ハンガーのポイント交換による回収を実施。再利用できる物は洗浄後に再

使用し、再使用できない物は製造業者に送り再資源化。
・工場内の各蛍光灯にスイッチを取り付け、持ち場を離れる時には電気を消す。作業終

了時には機械のブレーカーを落とす。店舗は空調設備の設定温度を定め、空調温度
の変化を少なくするために自動ドアの扉を両開きから片開きに変更し、窓にルーバー
を取り付け、消費電力を削減する取組を実施している。

認定番号　14

エコ事業所

認定年度　平成２１年度

事業所名 株式会社  ナンコクスーパー　
　パステ店、高須店、下知店、大津店、長浜店

所在地等

取組概要
・店頭で使用するトレーの材質を統一することにより、これまで回収のできなかった
「発泡トレー以外のトレー」の店頭回収を実施し、回収率が大幅に向上。
・お買い物袋辞退カードの設置、マイバッグ、マイバスケットの販売によりレジ袋使用

量を削減。
・裸売り、ばら売りが可能な製品は必要な量だけ購入できるようにし、商品購入に伴う

家庭ごみの発生抑制に努めている。

〒７８３－０００２ 南国市駅前町１－４－３４　
ＴＥＬ ０８８－８６３－１１４６　FAX ０８８－８６３－１２４３
〒７８１－８１２３ 高知市高須３－２７－３５
ＴＥＬ ０８８－８８４－０２００　ＦＡＸ ０８８－８８４－０２７４
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２－３－２６
ＴＥＬ ０８８－８８４－５３２８　ＦＡＸ ０８８－８８４－５３０３
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙１０４０－１
ＴＥＬ ０８８－８６６－０２０１　ＦＡＸ ０８８－８６６－７５２５
〒７８１－０２７０ 高知市長浜６２６
ＴＥＬ ０８８－８４２－３２５１　ＦＡＸ ０８８－８４２－３２５２

認定番号　1

パステ店

高 須 店

下 知 店

大 津 店

長 浜 店

高
知
県
認
定
エコショップ

平成21年度から平成29年度までの
　　　認定エコショップ

認定年度　平成２１年度

8



8 9

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  相愛
〒７８０－０００２ 高知市重倉２６６－２
TEL ０８８－８４６－６７００　FAX ０８８－８４６－６７１１

・地形の改変や、自然エネルギーの活用など周辺環境への負荷を少なくし、自然の力
をできる限り活用する設計に基づいた社屋の建設。

・環境省のエコアクション２１認定制度を継続更新し、環境活動を実施している。（エコ
アクション２１は愛媛支店にも認証拡大。）

・木質ペレットヒーティングシステムの製造・販売により、化石燃料使用の抑制に努め
ている。

株式会社  オルタステクノロジー本店・高知工場
〒７８３－００６２ 南国市久礼田２４２０
TEL ０８８－８６２－１０００　FAX ０８８－８６２－１６００

・１９９８年にＩＳＯ１４００１を取得し、廃棄物の発生抑制について積極的な取組みを進
め、工場から出る廃棄物について２００３年度ゼロエミッション達成（廃棄物の埋立率
１％以下）。以降活動を継続している。

・2008年以降、設備更新に伴い高効率熱源機器への更新による省エネルギー化と
CO2排出量の削減を展開中。

・製造工程で使用するクリーニングガスの三フッ化窒素（NF3）及びエッチングガスの
六フッ化硫黄（SF6）を代替化し、代替ガスとして、温暖化係数“１”のフッ化カルボニ
ル（COF2）を採用。特にエッチングガスの代替化は量産工場としては、世界で初めて
の試み。

・Ｊ－クレジット制度への参画等、環境に配慮した物づくりを推進。

四万十町森林組合　大正集成材工場
〒７８６－０３０２ 高岡郡四万十町瀬里５７－３
TEL ０８８０－２７－０１７５　FAX ０８８０－２７－１０３２

・森林整備事業を行うなかで搬出された間伐材を使用した家具や集成材製品を製造。
・木質バイオマスボイラーの使用や工場・事務所内の照明のＬＥＤ化により省エネに努

めている。
・FSC（森林管理協議会）やＳＧＥＣ（『緑の循環』認証会議）の認証材を取扱い及び積

極的に販売している。

認定番号　2

認定番号　3

認定年度　平成１７年度認定番号　6

認定年度　平成１６年度

認定年度　平成１６年度

事業所名
所在地等

取組概要

有限会社  安岡重機
〒７８４－００４６ 安芸市下山１６２６－１
TEL ０８８７－３４－３６６６　FAX ０８８７－３４－３６６９

・木質バイオマス事業（重油換算で475kL/年の削減）。
・環境省令に基づく施設の設置及び適用。
・県内の森林資源を木質バイオマスエネルギーとして利用促進。（燃料用ペレットの製

品化。）

認定番号　7 認定年度　平成１７年度

有限会社  大前田商店
〒７８３－００４４ 南国市岡豊町八幡８６０－１
TEL ０８８－８６２－１５５５　FAX ０８８－８６２－１５７９

・廃棄物（4品目：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず）を混合し、固形燃料化
（RPF：Refuse Paper & Plastic Fuel）し石炭代替燃料を製造している。
・機密文章を焼却処分せず、再生紙原料としてリサイクル化している。
・プルタブを収集し、車椅子に交換する活動を実施している。
・工場への見学者を受け入れ、リサイクルに対する啓発活動も積極的に行っている。

認定番号　12 認定年度　平成１９年度

田中石灰工業株式会社  高知プラスチック再生センター
〒７８１－０１１２ 高知市仁井田４６０９
※（本社）田中石灰工業株式会社
　　　　〒７８１－８１２５ 高知市五台山３９８３
　　　　TEL ０８８－８８２－１１７５　FAX ０８８－８８２－８２９２

・容器包装プラスチックとして持ち込まれた廃棄物を、機械選別と手選別により徹底選
別をし、破砕・洗浄・比重選別・脱水・乾燥工程を経てペレットを製造しており、廃棄物の
再資源化率の向上に努めている。

・ペレット化できない複合素材品から塩素を取り除きセメント原料として再生利用して
いる。

・地域住民や学校等からの見学者を受け入れ環境学習、ごみの適正分別等の啓発活動
を行っている。

認定番号　15 認定年度　平成２１年度

事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サニーマート
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２丁目１番３７号
ＴＥＬ ０８８－８８４－６６３３　ＦＡＸ ０８８－８８４－００８１
ＵＲＬ：http://www.sunnymart.co.jp/

①食品循環資源（食品廃棄物）の回収リサイクルの取組
②プラスチック、紙くず等の分別リサイクルの取組
③電気使用量のリアルタイム見える化機器の導入と節電の取組
④LED照明や省エネタイプの空調機・冷蔵庫の積極的導入
⑤地域連携・協定締結によるレジ袋の無料配布中止（有料化）の実施
⑥高知県産の間伐材の積極的な利用

認定年度認定番号　16 認定年度　平成２２年度 事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンプラザ
〒７８１－１１０２ 土佐市高岡町乙２７番地１
ＴＥＬ ０８８－８５２－３１２１　ＦＡＸ ０８８－８５２－４１７６
ＵＲＬ：http://www.sunplaza-kochi.co.jp/

認定番号　17 認定年度　平成２３年度

①発生した食品残さを堆肥化することにより、焼却による処分を「０」化。その堆肥化し
た完熟土を活用して作った野菜の販売による循環の確立。

②これまで廃棄・焼却処分していた廃プラスチックを分別の徹底とＲＰＦ（固形燃料）へ
のリサイクルを進め、焼却処分を４０％削減。

③ポイント付き古紙回収システムを高知県で初めて導入し、地域の新聞や雑誌など古
紙の回収とリサイクルに貢献。

④店頭において、トレー・ペットボトル・エコキャップ・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・た
まごパックの回収を実施（回収実績：年間合計１５０トン）

⑤店内照明のLED化、省エネ冷蔵ケース及び電気自動車の導入。

事業所名
所在地等

取組概要

金星製紙  株式会社
〒７８０－０９２１ 高知市井口町６３番地
TEL ０８８－８２２－８１０５　FAX ０８８－８２２－８１０８

・回収ペットボトルから再生された繊維を原料としたリサイクル商品の開発に１９９２
年ごろからいち早く取り組み、水切りゴミ袋を製品化。

・水切りゴミ袋のほか、ペットボトルの再生繊維を１００％使用したフローリング取替え
シートやドライ化学ふきん（エコハンドワイパー）、無漂白パルプを利用したてんぷら
敷紙を製造、販売するなど環境に配慮した製品を開発、製造している。

・ダンボール、ポリ袋等のゴミを持ち込まない物流方法を開発し、関西と九州地区にて
運用中。

認定番号　5

環境負荷低減技術開発等事業所

事業所名
所在地等

取組概要

認定年度　平成１６年度

10 11

兼松エンジニアリング株式会社　明見工場
〒７８３－０００７ 南国市明見９１３－１１
TEL ０８８－８６４－１５０６　FAX ０８８－８６４－１１６７

・主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機等の環境整備機器の製造販
売を行っている。

・強力吸引作業車は道路での側溝清掃、土木建築現場での汚泥吸引、工場での乾粉等
各種産業廃棄物の吸引回収に利用されている。

・高圧洗浄車は、下水道管の洗浄作業に利用されている。
・リサイクルコンビ車は強力吸引車と高圧洗浄車の機能を１台に集約し尚且つ回収汚

水を洗浄水として再利用する機能を備えている。
・汚泥脱水機及び減容機は中間処理場における汚泥の脱水、減容化に利用。
・製品の大部分は県外に販売され、日本全国の自然環境の保全に貢献している。

兼松エンジニアリング株式会社　本社
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９８１番地７
TEL ０８８－８４５－５５１１　FAX ０８８－８４５－５２１１

認定番号　8 認定年度　平成１７年度

認定番号　9 認定年度　平成１７年度

本社

明見工場

事業所名
所在地等

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  太陽
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９５０
TEL ０８８－８４６－１２３０　FAX ０８８－８４６－２７０４

・食品工場から排出される廃食油を燃料化し、蒸気熱源（ボイラー）等として利用する
システムを開発。

・生産工場（金属・機械加工）から発生する煙（油煙）・臭気を削減、油煙・臭気を炉内で直
接燃焼し消滅させる技術を開発し、作業環境の改善を図る。

・再生資源＋バイオマスエネルギーとしてECOボイラーによる燃料費削減を実現。全
国に向け事業展開している。

認定番号　13 認定年度　平成２０年度 事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンライズクリーニング
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙２１２０－５
TEL ０８８－８６６－１３２３　FAX ０８８－８６６－１４３２

・レジ袋の有料化及びオリジナルエコバックの販売によりレジ袋使用量を削減。
・当店使用ハンガーのポイント交換による回収を実施。再利用できる物は洗浄後に再

使用し、再使用できない物は製造業者に送り再資源化。
・工場内の各蛍光灯にスイッチを取り付け、持ち場を離れる時には電気を消す。作業終

了時には機械のブレーカーを落とす。店舗は空調設備の設定温度を定め、空調温度
の変化を少なくするために自動ドアの扉を両開きから片開きに変更し、窓にルーバー
を取り付け、消費電力を削減する取組を実施している。

認定番号　14

エコ事業所

認定年度　平成２１年度

事業所名 株式会社  ナンコクスーパー　
　パステ店、高須店、下知店、大津店、長浜店

所在地等

取組概要
・店頭で使用するトレーの材質を統一することにより、これまで回収のできなかった
「発泡トレー以外のトレー」の店頭回収を実施し、回収率が大幅に向上。
・お買い物袋辞退カードの設置、マイバッグ、マイバスケットの販売によりレジ袋使用

量を削減。
・裸売り、ばら売りが可能な製品は必要な量だけ購入できるようにし、商品購入に伴う

家庭ごみの発生抑制に努めている。

〒７８３－０００２ 南国市駅前町１－４－３４　
ＴＥＬ ０８８－８６３－１１４６　FAX ０８８－８６３－１２４３
〒７８１－８１２３ 高知市高須３－２７－３５
ＴＥＬ ０８８－８８４－０２００　ＦＡＸ ０８８－８８４－０２７４
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２－３－２６
ＴＥＬ ０８８－８８４－５３２８　ＦＡＸ ０８８－８８４－５３０３
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙１０４０－１
ＴＥＬ ０８８－８６６－０２０１　ＦＡＸ ０８８－８６６－７５２５
〒７８１－０２７０ 高知市長浜６２６
ＴＥＬ ０８８－８４２－３２５１　ＦＡＸ ０８８－８４２－３２５２

認定番号　1

パステ店

高 須 店

下 知 店

大 津 店

長 浜 店

高
知
県
認
定
エコショップ

平成21年度から平成29年度までの
　　　認定エコショップ

認定年度　平成２１年度

9



10 11

兼松エンジニアリング株式会社　明見工場
〒７８３－０００７ 南国市明見９１３－１１
TEL ０８８－８６４－１５０６　FAX ０８８－８６４－１１６７

・主に強力吸引作業車、高圧洗浄車、汚泥脱水機・減容機等の環境整備機器の製造販
売を行っている。

・強力吸引作業車は道路での側溝清掃、土木建築現場での汚泥吸引、工場での乾粉等
各種産業廃棄物の吸引回収に利用されている。

・高圧洗浄車は、下水道管の洗浄作業に利用されている。
・リサイクルコンビ車は強力吸引車と高圧洗浄車の機能を１台に集約し尚且つ回収汚

水を洗浄水として再利用する機能を備えている。
・汚泥脱水機及び減容機は中間処理場における汚泥の脱水、減容化に利用。
・製品の大部分は県外に販売され、日本全国の自然環境の保全に貢献している。

兼松エンジニアリング株式会社　本社
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９８１番地７
TEL ０８８－８４５－５５１１　FAX ０８８－８４５－５２１１

認定番号　8 認定年度　平成１７年度

認定番号　9 認定年度　平成１７年度

本社

明見工場

事業所名
所在地等

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  太陽
〒７８１－５１０１ 高知市布師田３９５０
TEL ０８８－８４６－１２３０　FAX ０８８－８４６－２７０４

・食品工場から排出される廃食油を燃料化し、蒸気熱源（ボイラー）等として利用する
システムを開発。

・生産工場（金属・機械加工）から発生する煙（油煙）・臭気を削減、油煙・臭気を炉内で直
接燃焼し消滅させる技術を開発し、作業環境の改善を図る。

・再生資源＋バイオマスエネルギーとしてECOボイラーによる燃料費削減を実現。全
国に向け事業展開している。

認定番号　13 認定年度　平成２０年度 事業所名
所在地等

取組概要

事業所名
所在地等

取組概要

株式会社  サンライズクリーニング
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙２１２０－５
TEL ０８８－８６６－１３２３　FAX ０８８－８６６－１４３２

・レジ袋の有料化及びオリジナルエコバックの販売によりレジ袋使用量を削減。
・当店使用ハンガーのポイント交換による回収を実施。再利用できる物は洗浄後に再

使用し、再使用できない物は製造業者に送り再資源化。
・工場内の各蛍光灯にスイッチを取り付け、持ち場を離れる時には電気を消す。作業終

了時には機械のブレーカーを落とす。店舗は空調設備の設定温度を定め、空調温度
の変化を少なくするために自動ドアの扉を両開きから片開きに変更し、窓にルーバー
を取り付け、消費電力を削減する取組を実施している。

認定番号　14

エコ事業所

認定年度　平成２１年度

事業所名 株式会社  ナンコクスーパー　
　パステ店、高須店、下知店、大津店、長浜店

所在地等

取組概要
・店頭で使用するトレーの材質を統一することにより、これまで回収のできなかった
「発泡トレー以外のトレー」の店頭回収を実施し、回収率が大幅に向上。
・お買い物袋辞退カードの設置、マイバッグ、マイバスケットの販売によりレジ袋使用

量を削減。
・裸売り、ばら売りが可能な製品は必要な量だけ購入できるようにし、商品購入に伴う

家庭ごみの発生抑制に努めている。

〒７８３－０００２ 南国市駅前町１－４－３４　
ＴＥＬ ０８８－８６３－１１４６　FAX ０８８－８６３－１２４３
〒７８１－８１２３ 高知市高須３－２７－３５
ＴＥＬ ０８８－８８４－０２００　ＦＡＸ ０８８－８８４－０２７４
〒７８０－０８０６ 高知市知寄町２－３－２６
ＴＥＬ ０８８－８８４－５３２８　ＦＡＸ ０８８－８８４－５３０３
〒７８１－５１０３ 高知市大津乙１０４０－１
ＴＥＬ ０８８－８６６－０２０１　ＦＡＸ ０８８－８６６－７５２５
〒７８１－０２７０ 高知市長浜６２６
ＴＥＬ ０８８－８４２－３２５１　ＦＡＸ ０８８－８４２－３２５２

認定番号　1

パステ店

高 須 店

下 知 店

大 津 店

長 浜 店

高
知
県
認
定
エコショップ

平成21年度から平成29年度までの
　　　認定エコショップ

認定年度　平成２１年度

高知県認定リサイクル製品等の展示PR

　高知県内や県外で実施される環境イベント等において、認定リサイクル製品、認定環境配慮型事業
所及び認定エコショップの展示PRを実施しました。

愛媛の3R企業展
開催日
　平成30年9月29日㈯・30日㈰
場　所
　エミフルMASAKI
　　（愛媛県伊予郡松前町筒井850）

高知県認定リサイクル製品等パネル展示　ロビー展
開催日
　平成31年2月12日㈫〜21日㈭
場　所
　高知県庁本庁舎正庁ホール前
　　（高知市丸ノ内一丁目2番20号）

～物部川に感謝する日～　つながっちゅうで物部川
開催日
　平成31年3月17日㈰
場　所
　高知工科大学講堂
　　（香美市土佐山田町宮ノ口185）

高
知
県
認
定
リサイクル製品

香川県認定
リサイクル製品

　四国４県では、４県連携施策の一環として、各県で認定した製
品の相互推奨を行っています。これにより、各県で認定されたリ
サイクル製品が、より広範囲で周知されることとなり、一層の販
路拡大や利用促進が期待されます。

四国４県における
認定リサイクル製品の
相互推奨

　四国４県が認定したリサイクル製品の規格や使用方法、製品開発の経緯などに関する情報は、
四国経済産業局ＨＰ 「made　in　四国の環境配慮製品」にも掲載しています。
※掲載希望の製品のみとなります。
問い合わせ先：経済産業省　四国経済産業局

資源エネルギー環境部　資源エネルギー環境課
URL　http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_d1/1_sesaku/120326/ecoproduct/index.html

愛媛県
高知県

徳島県

香川県
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高
知
県
認
定
リサイクル製品

香川県認定
リサイクル製品

　四国４県では、４県連携施策の一環として、各県で認定した製
品の相互推奨を行っています。これにより、各県で認定されたリ
サイクル製品が、より広範囲で周知されることとなり、一層の販
路拡大や利用促進が期待されます。

四国４県における
認定リサイクル製品の
相互推奨

　四国４県が認定したリサイクル製品の規格や使用方法、製品開発の経緯などに関する情報は、
四国経済産業局ＨＰ 「made　in　四国の環境配慮製品」にも掲載しています。
※掲載希望の製品のみとなります。
問い合わせ先：経済産業省　四国経済産業局

資源エネルギー環境部　資源エネルギー環境課
URL　http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_d1/1_sesaku/120326/ecoproduct/index.html

愛媛県
高知県

徳島県

香川県

11



平成13年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

ウッドグッド 間伐材 愛媛県森林組合連合会 089-963-1118
エム･アイ･ケイボード 特殊紙、廃プラスチック エム･アイ･ケイボード株式会社 0896-58-3373

平成14年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

KPE段ボール 規格外羽毛 カミ商事株式会社 0896-23-5400
D・OiL 廃食用油 株式会社ダイキアクシス 089-927-1140
八坂リサイクル石鹸 廃食用油 八坂石鹸 0895-22-0766
ヨロイカブト 間伐材 四国加工株式会社 0897-44-7337

平成15年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

エコソーク 溶融スラグ エコマテリアル株式会社 0898-74-2698
NEXTONE-α 廃ガラスびん、廃貝 株式会社エコシティ 0897-45-1757

平成16年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

エクセル 高炉スラグ 株式会社愛亀 089-984-2701
和樽 古紙 株式会社TAMU 089-961-1514

平成19年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

愛がある愛媛ペレット 木くず 有限会社内藤鋼業 0893-44-3063
サバイバルウッド 間伐材 愛媛県森林組合連合会 089-963-1118
シェルナース基質 アコヤ貝殻、カキ殻 愛媛県漁業協同組合連合会 089-933-5116
水稲布マルチシート 落ち綿 丸三産業株式会社 0893-25-5131

平成20年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

愛姫杉、愛姫桧（ボールペン・シャープペン） 端材（杉・桧） 有限会社デザール 089-933-0271
竹宝 竹 長崎工業株式会社 0898-55-4000

製 品 名 媛ウッド

循環資源 間伐材、廃プラスチック

企 業 名 株式会社eステップ 愛媛営業所

電 話 089-961-4104

愛媛県

愛媛県認定リサイクル製品
お問い合わせ先
愛媛県　県民環境部　環境局　循環型社会推進課　計画推進グループ
〒790-8570　松山市一番町四丁目4番地2号
TEL 089-912-2356　FAX 089-912-2354 
http://www.pref.ehime.jp/ 

（「組織別に探す」→「循環型社会推進課」→「えひめの循環型社会づくり」）

平成30年度認定製品

平成21年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

アッシュストーン 製紙スラッジ焼却灰、石炭灰 株式会社予州興業 0896-58-4002
エコ久万ソイル 木くず、汚泥 株式会社高原クリーン 0892-21-2181
ピタリット 古紙 株式会社カスタムテック 089-990-1919

平成22年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

エコサンドα 廃ガラスびん 株式会社エコシティ 0897-45-1757
大地の恵 木くず、竹 株式会社リサイクル加藤 0898-35-0749

平成23年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

環境に優しい書道用半紙 古紙 十川製紙株式会社 0896-25-1731
パールパウダー アコヤ貝殻 有限会社土居真珠 0895-29-0011

平成24年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

アシェラウッド 石炭灰、容器包装リサイクル樹脂 四国積水工業株式会社 0897-57-9149
Eアンダー 石炭灰 ABC開発株式会社 089-993-7825
スーパーミックス 石炭灰 常盤砕石株式会社 0898-72-2529
ポーラスサンド 石炭灰 四国電力株式会社西条発電所 0897-56-0260

平成25年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

えひめの木になる紙 古紙、間伐材 えひめの木になる紙推進グループ 089-941-0164
クーリングペイブⅡ アルミニウムスラッジ 環境資材株式会社 0897-55-1520

平成26年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

Rテコラ 廃瓦 有限会社トヨシマ瓦店 0898-64-2833
ダンボールコンポスト（MazeMaze） 牛糞、カニ殻、もみ殻 山本牧場 0895-32-3548
ロブラングソープJBR じゃばら果皮 昭和刷子株式会社 0893-43-1123

平成27年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

高品質フライアッシュ CfFA 石炭灰（フライアッシュ） 住友共同電力株式会社 0898-64-4223
エコロアクア 銅スラグ 日本興業株式会社西日本支部松山セールスオフィス 089-958-8040
媛マルライン 陶磁器くず 株式会社四国ライト 0898-31-8851

平成28年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

‘ポイッコ’すっきり君 回収ペットボトル（再生ペット樹脂） 福助工業株式会社 0896-24-1111

平成29年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

瞬間吸水材　セルドロン 古紙 株式会社カネシロ 089-973-2480
パブリック有機 下水汚泥 株式会社西田興産 0893-25-0211
耕力砂 石炭灰 西日本砕石株式会社 0897-45-0455
耕力堆肥 茶殻、石炭灰 西日本砕石株式会社 0897-45-0455
協和バーク 下水汚泥、食品工場汚泥、バーク 株式会社E-システム 089-975-3776
グラスコンポ 下水汚泥、食品工場汚泥、バーク 株式会社E-システム 089-975-3776

平成30年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

媛ウッド 間伐材、廃プラスチック 株式会社eステップ　愛媛営業所 089-961-4104
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平成21年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

アッシュストーン 製紙スラッジ焼却灰、石炭灰 株式会社予州興業 0896-58-4002
エコ久万ソイル 木くず、汚泥 株式会社高原クリーン 0892-21-2181
ピタリット 古紙 株式会社カスタムテック 089-990-1919

平成22年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

エコサンドα 廃ガラスびん 株式会社エコシティ 0897-45-1757
大地の恵 木くず、竹 株式会社リサイクル加藤 0898-35-0749

平成23年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

環境に優しい書道用半紙 古紙 十川製紙株式会社 0896-25-1731
パールパウダー アコヤ貝殻 有限会社土居真珠 0895-29-0011

平成24年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

アシェラウッド 石炭灰、容器包装リサイクル樹脂 四国積水工業株式会社 0897-57-9149
Eアンダー 石炭灰 ABC開発株式会社 089-993-7825
スーパーミックス 石炭灰 常盤砕石株式会社 0898-72-2529
ポーラスサンド 石炭灰 四国電力株式会社西条発電所 0897-56-0260

平成25年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

えひめの木になる紙 古紙、間伐材 えひめの木になる紙推進グループ 089-941-0164
クーリングペイブⅡ アルミニウムスラッジ 環境資材株式会社 0897-55-1520

平成26年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

Rテコラ 廃瓦 有限会社トヨシマ瓦店 0898-64-2833
ダンボールコンポスト（MazeMaze） 牛糞、カニ殻、もみ殻 山本牧場 0895-32-3548
ロブラングソープJBR じゃばら果皮 昭和刷子株式会社 0893-43-1123

平成27年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

高品質フライアッシュ CfFA 石炭灰（フライアッシュ） 住友共同電力株式会社 0898-64-4223
エコロアクア 銅スラグ 日本興業株式会社西日本支部松山セールスオフィス 089-958-8040
媛マルライン 陶磁器くず 株式会社四国ライト 0898-31-8851

平成28年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

‘ポイッコ’すっきり君 回収ペットボトル（再生ペット樹脂） 福助工業株式会社 0896-24-1111

平成29年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

瞬間吸水材　セルドロン 古紙 株式会社カネシロ 089-973-2480
パブリック有機 下水汚泥 株式会社西田興産 0893-25-0211
耕力砂 石炭灰 西日本砕石株式会社 0897-45-0455
耕力堆肥 茶殻、石炭灰 西日本砕石株式会社 0897-45-0455
協和バーク 下水汚泥、食品工場汚泥、バーク 株式会社E-システム 089-975-3776
グラスコンポ 下水汚泥、食品工場汚泥、バーク 株式会社E-システム 089-975-3776

平成30年度　愛媛県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

媛ウッド 間伐材、廃プラスチック 株式会社eステップ　愛媛営業所 089-961-4104
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香川県

香川県認定リサイクル製品

製 品 名 シャインテープ

種 類 荷造り紐

循環資源 再生PE樹脂

企 業 名 松浦産業 株式会社

電 話 0877-62-2555

平成30年度認定製品
香川県認定リサイクル製品

お問い合わせ先
香川県　環境森林部　環境政策課　環境マネジメントグループ 
〒760-8570　高松市番町四丁目1-10 
TEL 087-832-3213　FAX 087-806-0227
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/hozen/model/index.shtml

平成13年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

TCブリック 溶融スラグ、高炉スラグ 東洋工業株式会社 087-862-5411
エコロペイブ 溶融スラグ、高炉スラグ 日本興業株式会社 087-894-1022
スーパータイト 製紙汚泥、木くず、コーヒー抽出粕、古紙、茶殻 藤本産業株式会社 087-867-2034

平成14年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

SSボード ペットボトル（再生ポリエステル） 四国繊維販売株式会社 087-886-8184
日生ユーキ100 食品汚泥、食品残さ、菌床かす 日生開発株式会社 087-822-0591

平成15年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

ゴールデン堆肥 伐採木、こんぶ、食品残さ 有限会社タムラリサイクルセンター 0879-75-1019
大地の源 おから、食品残さ、廃食用油 玉川食品株式会社 087-885-5988
エコロアクア 溶融スラグ、高炉スラグ 日本興業株式会社 087-894-1022
バリアフリーペイブ 溶融スラグ、高炉スラグ 日本興業株式会社 087-894-1022

平成16年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

直島エコグリーン ハマチへい死魚 直島漁業協同組合 087-892-2244
JFシェルナース カキ殻 香川県漁業協同組合連合会 087-825-0352
透水平板「スーパーテラ」 高炉スラグ、溶融スラグ 東洋工業株式会社 087-862-5411
エコ・レンガ ため池堆積土、建設汚泥または浄水汚泥 南部開発株式会社 087-867-5133

平成17年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

リサイクルウエス「T'sワイパー」 古布 有限会社田代商店 0875-27-8891
GREENポート21 食品汚泥・食品残渣、孟宗竹 日生開発株式会社 087-822-0591

平成18年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

若竹・OIL 廃食用油 社会福祉法人　若竹会 0877-45-6860
バイオ･ディーゼル・エネルギィー （B.D.E.） 廃食用油 社会福祉法人　鵜足津福祉会 0875-73-3830

平成20年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

小豆島Clean.Oil 廃食用油 株式会社小豆島クリーンサービス 0879-75-1113

平成21年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

犬の形をしたベンチ 建築用木材の端材 i工房（あいこうぼう） 087-843-3426

平成22年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

茶サイクルキッチンペーパー 茶殻 株式会社ウチダ 0877-28-7811
間伐材工事立看板 間伐材 株式会社グリーンクロス 高松営業所 087-862-2400

平成23年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

再生ビーズ（RFB） 汚泥、ばいじん、燃え殻 辻村建設株式会社 0877-62-1361

平成24年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

犬の形をした花台 建築用木材の端材 i工房（あいこうぼう） 087-843-3426
再生土 砕石汚泥、石材工場排出汚泥 株式会社えびす石材土木 087-871-3337
エコソイル 砕石汚泥、建設汚泥 新山樋石材株式会社 0877-47-2511
タワサンド（再生土） 砕石汚泥 多和砕石工業株式会社 0879-56-2009
再生土（RFS）　 砕石汚泥 辻村建設株式会社 0877-62-1361
再生土 砕石汚泥、建設汚泥 株式会社土器川砕石 0877-73-2164

平成25年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

東かがわ市指定可燃ごみ袋（大・小） ペットボトル（再生PET樹脂） 日生化学株式会社 0879-25-3201

平成26年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

CRsand 燃え殻 辻村建設株式会社 0877-62-1361
エコ路盤材 ばいじん、燃え殻、無機性汚泥 株式会社富士クリーン 087-878-3111
脱水ケーキ改良土 砕石汚泥・砕石ダスト 三豊産業有限会社 0875-62-2379

平成29年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

食品汚泥ゆうき 食品工業汚泥、エビ殻 有限会社丸亀リサイクルプラザ 0877-21-6785
リ・グリーン 動植物性残さ、食品工業汚泥、草木類、動物の糞尿 有限会社丸亀リサイクルプラザ 0877-21-6785

平成30年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

シャインテープ 再生ＰＥ樹脂 松浦産業株式会社 0877-62-2555
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平成17年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

リサイクルウエス「T'sワイパー」 古布 有限会社田代商店 0875-27-8891
GREENポート21 食品汚泥・食品残渣、孟宗竹 日生開発株式会社 087-822-0591

平成18年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

若竹・OIL 廃食用油 社会福祉法人　若竹会 0877-45-6860
バイオ･ディーゼル・エネルギィー （B.D.E.） 廃食用油 社会福祉法人　鵜足津福祉会 0875-73-3830

平成20年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

小豆島Clean.Oil 廃食用油 株式会社小豆島クリーンサービス 0879-75-1113

平成21年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

犬の形をしたベンチ 建築用木材の端材 i工房（あいこうぼう） 087-843-3426

平成22年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

茶サイクルキッチンペーパー 茶殻 株式会社ウチダ 0877-28-7811
間伐材工事立看板 間伐材 株式会社グリーンクロス 高松営業所 087-862-2400

平成23年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

再生ビーズ（RFB） 汚泥、ばいじん、燃え殻 辻村建設株式会社 0877-62-1361

平成24年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

犬の形をした花台 建築用木材の端材 i工房（あいこうぼう） 087-843-3426
再生土 砕石汚泥、石材工場排出汚泥 株式会社えびす石材土木 087-871-3337
エコソイル 砕石汚泥、建設汚泥 新山樋石材株式会社 0877-47-2511
タワサンド（再生土） 砕石汚泥 多和砕石工業株式会社 0879-56-2009
再生土（RFS）　 砕石汚泥 辻村建設株式会社 0877-62-1361
再生土 砕石汚泥、建設汚泥 株式会社土器川砕石 0877-73-2164

平成25年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

東かがわ市指定可燃ごみ袋（大・小） ペットボトル（再生PET樹脂） 日生化学株式会社 0879-25-3201

平成26年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

CRsand 燃え殻 辻村建設株式会社 0877-62-1361
エコ路盤材 ばいじん、燃え殻、無機性汚泥 株式会社富士クリーン 087-878-3111
脱水ケーキ改良土 砕石汚泥・砕石ダスト 三豊産業有限会社 0875-62-2379

平成29年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

食品汚泥ゆうき 食品工業汚泥、エビ殻 有限会社丸亀リサイクルプラザ 0877-21-6785
リ・グリーン 動植物性残さ、食品工業汚泥、草木類、動物の糞尿 有限会社丸亀リサイクルプラザ 0877-21-6785

平成30年度　香川県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

シャインテープ 再生ＰＥ樹脂 松浦産業株式会社 0877-62-2555
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徳島県認定リサイクル製品

製 品 名 廃ガイシ破砕骨材

種 類 舗装材

循環資源 廃ガイシ

企 業 名 テクノ・サクセス 株式会社

電 話 0883-77-3977

平成30年度認定製品

お問い合わせ先
徳島県　県民環境部　 環境首都課分室
〒770-8008 　徳島市西新浜町2丁目3-102
TEL 088-663-5371　FAX 088-663-5308
http://www.pref.tokushima.lg.jp/recyclenet/

徳島県

平成16年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

エコグリーンマット（システム） 衣料廃棄物、廃プラスチック、石炭灰 アースコンシャス株式会社 088-602-7126
浸透性アスファルト舗装添加材 廃石膏ボード 株式会社オオタ 088-663-3131
石膏ボードリサイクル材 廃石膏ボード 株式会社オオタ 088-663-3131

平成17年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

植物誘導吹付工基盤材 伐採木、間伐材 ヘイワ工業株式会社 088-665-3588
有機肥料 豆腐、おから等 有限会社リフレッシュ阿南 0884-77-3401

平成20年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

PP（W）再生ペレット PP（ポリプロピレン） 有限会社ハイプラ 088-641-1881
デラックス湯桶 PP成型ロス 有限会社ハイプラ 088-641-1881
道路キャップ PPリール 有限会社ハイプラ 088-641-1881
レイルート25型 PPリール 有限会社ハイプラ 088-641-1881
凧部品一式 PP成型ロス 有限会社ハイプラ 088-641-1881
樹恩割箸 間伐材（スギ、ヒノキ） 社会福祉法人池田博愛会 0883-72-3150

平成22年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

ハイラレーン 杉間伐材 ヘイワ工業株式会社 088-665-3588
再生砕石 焼却灰、燃え殻、無機性汚泥 松浦開発興業株式会社 088-692-1414
グリュース 廃石膏ボード 株式会社 オオタ 088-663-3131

平成24年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

阿波スラグ 一般廃棄物 中央広域環境施設組合 088-637-7127
ハシピタン 石炭灰 株式会社YBK工業 088-642-1332
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平成25年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

なっとく2号 鶏糞、動植物性残さ オンダン農業協同組合 0884-73-3300
ナンチク 鶏糞、動植物性残さ、浄化槽汚泥 オンダン農業協同組合 0884-73-3300

平成26年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

竹パウダー 間伐竹 バン株式会社 088-636-3017
乾留竹粉 間伐竹 バン株式会社 088-636-3017
爆砕竹 間伐竹 バン株式会社 088-636-3017

平成27年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

スキット 間伐材 バン株式会社 088-636-3017
徳島県産木粉（杉・桧・竹） 製材端材、未利用材 株式会社那賀ウッド 0884-62-1163

平成28年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

新高・もったいない2号 刈草 徳島県立阿南光高等学校 新野キャンパス 0884-36-3215

平成29年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

工事看板撫子 間伐材 プラスワン 088-699-3779
木くばりパネル 間伐材 プラスワン 088-699-3779

平成30年度　徳島県認定リサイクル製品
製　　品　　名 循　環　資　源 企　　業　　名 電　話　番　号

廃ガイシ破砕骨材 廃ガイシ テクノ・サクセス(株) 0883-77-3977
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