
認定製品のご紹介 

かながわ 
リサイクル製品認定制度 

神奈川県では、県内の廃棄物等を原材料とした 

リサイクル製品の利用を促進するため、 

かながわリサイクル製品認定制度を実施しています。 
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 次の条件を満たすことが必要です。 

  認定基準 （P２参照）を満たしていること。 

  廃棄物処理法第１４条第５項第２号イからヘで定める欠格要件に該当しないこと。 

  リサイクル製品を安定的に供給できる経理的基礎を有すること。 

廃棄物等の発生抑制及び資源の循環的な利用の促進並びにリサイクル産業の育成と振興を

図るための制度です。 

平成22年度から募集を開始し、平成29年２月現在36製品を認定しています。   

かながわリサイクル製品とは・・・ 

循環資源を原料の全部又は一部に利用して製造される製品のうち、神奈川県が、品質・
安全性等の一定の基準に適合していると認め、認定する製品です。 

認 定 要 件 

-１- 

認定の手続き 

募集 

申請 

認定 

毎年度１回（６月）、期間を定めて募集を行います。 

 ※事前相談は随時行っております。 

申請書に関係書類を添えて提出します。（申請手数料は無料）   

②外部有識者による「かながわリサイクル製品認定検討会」の 

 意見を聴いて審査します。 

認定検討会の意見を聴き、知事が認定します。 

認定製品の有効期間は概ね３年間です。 

（所定の申請に基づき更新できます。） 

公表 県のホームページ等で認定製品に関する情報を公表します。 

◆申請書及び添付書類は、それぞれ2部作成してください。 
◆申請のために実施する安全性・品質等に係る試験等の費用は、申請者 
 の負担となります。 

◆提出先：神奈川県資源循環推進課        

◆申請書及び関係書類は１部を申請者控えとしてお返しします。 
◆書類の不備等により、後日補正や再提出をお願いすることがあります。 
◆追加資料の提出や試験の実施をお願いすることがあります。 

◆必要に応じ現地の確認を行います。              

審査 ①書類に記載漏れ等がないことを確認し、受領します。   



-２- 

広   報   等 

イべ ント 

パンフレットの作成、県の広報媒体やリサイクル関連情報 
サイト「かながわリサイクル情報」でＰＲします。 
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7323/ 

環境イベント等で製品を紹介します。 

認 定 証 認定証が交付されます。 

認 定 マ － ク 認定マークを製品に表示することができます。 

認定されると 

認定基準 

（備考）品質又は循環資源の利用割合に関する基準が存在しない製品については、原則として 

    公的機関等が定める類似の製品の基準によるものとする。 

１ 販売実績  申請時において、既に販売され、又は申請から６か月以内に販売される
ことが確実であること。 

２ 循環資源の 
  利用割合 

 県内で発生した循環資源を利用しており、原則として循環資源に占める
県内発生分の割合が５０％以上のもの又は県内で製造されたものである
こと。 

３ 製造過程等  原料調達、製造、販売、廃棄等において関係法令（廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行令（昭和４６年９月２３日政令第３００号）第４条の６で
定める生活環境の保全を目的とする法令）等が遵守されていること。 

４ 安全性 (1) 特別管
理廃棄
物 

 物の性状が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３
７号）第２条第３項に規定する特別管理一般廃棄物並びに同条第５項に規
定する特別管理産業廃棄物に相当する物を原料として使用していないこと。 

(2) 有害物 
  質 

ア 法令、エコマーク認定基準、日本工業規格、業界自主基準で有害物質 
 に係る基準が定められている製品はこれらに適合していること。 
イ 上記以外の場合及び特に知事が必要と認める場合にあっては、次に 
 示す基準のうち、知事が必要と認める項目について、適合していること。 
 (ｱ) 環境基本法（平成５年法律第９１条）第１６条第１ 項の規定による土 
  壌の汚染に係る環境基準 
 (ｲ)  環境基本法第１６条第１項の規定による水質汚濁に係る環境基準の 
  うち、人の健康の保護に関する環境基準 
 (ｳ) 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第 
  ２項に掲げる含有量に関する基準 
 (ｴ) ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）第７条の 
  規定によるダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底 
    質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準 
  （媒体として「土壌」を適用する場合の基準値は２５０ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ未満 
  とする。） 

５ 品質 原則として、次に掲げる規格等のいずれかを満たしていること。 
 (ｱ) 日本工業規格 
 (ｲ) 日本農林規格 
 (ｳ) エコマーク認定基準 
 (ｴ) その他公的機関等が定める基準 

６ 循環資源の利用割合 ア 神奈川県グリーン購入基本方針に循環資源の利用割合に関する判断 
 基準が示されている場合は当該基準を満たしていること。 
イ 同方針に判断基準が示されていない場合は、原則として公的機関等が 
 定める他の基準によるものとする。 

〈 認定マーク 〉 



 
 
 

認定 
番号 

 
 

製  品  名  

 
 

品目名 

 
 

価格（税抜き）・規格（目安） 

食 器 類 

10-11 
カップ・スタック皿類 
（リサイクル高強度磁器食器OGISO） 

食器類 750円～1,800円/個 

10-12 
ボール類 
（リサイクル高強度磁器食器OGISO） 

食器類 750円～1,950円/個 

10-13 
浅鉢・深皿・浅皿・仕切皿類 
（リサイクル高強度磁器食器OGISO） 

食器類 550円～2,300円/個 

14-２ 

Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ） 
子どもたちとみらいのために 
「Rompbabyのあんしんな食器」 
離乳食に最適！グラタン皿 

食器類 4,180円/個  

14-３ 

Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ） 
子どもたちとみらいのために 
「Rompbabyのあんしんな食器」 
持ちやすいカップ 

食器類 2,680円/個  

14-４ 

Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ） 
子どもたちとみらいのために 
「Rompbabyのあんしんな食器」 
万能ボウルM  

食器類 3,380円/個  

14-５ 

Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ） 
子どもたちとみらいのために 
「Rompbabyのあんしんな食器」 
万能ボウルS  

食器類 3,280円/個  

生 活 用 品 等 

10-１ ジョロペット 園芸用品 100円/個  200円/袋（2個入） 

10-８ 
よみがえり、よみがぁ～る、 
よみがえり レガロ 

作業手袋 400円/ダース 

11-１ ロコヨガーデンテーブル プラスチック製品 A）162,000円/台  B）189,000円/台 

11-２ ロコヨベンチ プラスチック製品 A）102,700円/脚  B）128,700円/脚  

11-３ ロコヨプランター プラスチック製品 3,500円/個～ 

11-４ ロコヨコンテナー プラスチック製品  50ℓ：2,600円/個    80ℓ：4,200円/個 

11-５ ロコヨペール プラスチック製品 20ℓ：720円/個         50ℓ：1,170円/個 

12-３ リサイクルポリ袋 環境配慮型ポリ袋 
45ℓ：3,500円/箱（500枚入）  70ℓ：3,000円/箱（300枚入）  

90ℓ：2,400円/箱（200枚入） 

12-４ エコキャップキャリーハンドル 日用品 100円/個 

15-４ ＦＵＪＩ-ＫＵＮ ＲＯＬＬ  ＰＲＥＭＩＵＭ トイレットペーパー 45円/個 

15-５ ＦＵＪＩ-ＫＵＮ ＲＯＬＬ  トイレットペーパー 35円/個 

-３- 

かながわリサイクル製品一覧 

＊14-2 ～ 5は、セットでの販売となります。 



かながわリサイクル製品一覧 

認定 
番号 製  品  名  品目名 価格（税抜き）・規格（目安） 

肥 料、土 壌 改 良 材 

10-７ ハマのありが堆肥 堆肥 200円/10ℓ入      80円/400g入 

10-10 サンリョウ有機 堆肥 1,000円/45ℓ入 

10-14 健やかファーム 肥料 1,228円/15kg入  257円/400g入 

11-６ Mバイオ・たいひくん 肥料 93円/15㎏（約20ℓ） 

14-６ エコカル 農業用土壌改良材 1,500円/袋(20kg） 

飼 料 

11-８ 豚鶏用食品残さ乾燥飼料 飼料 300円/15㎏入 

各 種 資 材 

11-７ エコ点字ブロック 点字ブロック 600円/枚より 

12-１ 全建ソイル 流動化処理土（埋戻材） 標準品7,000円/㎥（運搬費は別途） 

12-５ ウィードロック森のれんが 木質成型舗装材ﾌﾞﾛｯｸ  98円～392円/個（100～200㎜×100～200㎜いずれもT50㎜）材料
のみ 

13-１ ハイブリッドドライモルタル ドライモルタル 700円/袋(25kg)   400円/袋(5kg） 15円/kg～（ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ入） 

14-１ ハイブリッドジャリコン ドライコンクリート 700円/袋(25kg)  15円/kg～（ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ入） 

15-１ スラモル 高流動埋戻材 7,000円/㎥ （運搬費は別途） 

15-２ プレデッキ PRE-DECK リサイクル樹脂系建材 販売者にお問い合わせください。 

16-１ 改良土 改良土（埋め戻し土） 1,500円/㎥ 

16-２ 
ラスモルⅡＬＣ 
ラスモルアルファＬＣ 

軽量セメントモルタル 3,300円/袋（希望小売価格） 

16-３ ＮＦボード 
業務用資材・ＤＩＹ 

（畜舎および食品加工場の
壁・天井材等） 

2,800円/枚 （12mm）、1,700円/枚（４mm） 

そ の 他 

13-２ バイオクリーン 洗浄剤 735円/１ℓ用 

15-３ ボエフ  ＥＰＳＲ１ 腐植質脱臭剤 
（酸性・両性ガス対応） 

1,300円/ｋｇ  

-４- 
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品目名       

食器類 

循環資源 

廃食器 

特徴        

破損した食器から製造したリサイクル強化
磁器食器です。 
問い合わせ先 
（有）光巨プロジェクト 
横浜市中区新山下１－５－４ 
℡045-232-4777 
http://www.rompbaby.co.uk/ 

 
 
              
                              Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ) 
                              子どもたちとみらいのために 
              「Rompbabyのあんしんな食器」 
               持ちやすいカップ 

  

有効期限 H30/3/31 

特徴        

破損した食器から製造したリサイクル強化
磁器食器です。 
問い合わせ先 
（有）光巨プロジェクト 
横浜市中区新山下１－５－４ 
℡045-232-4777 
http://www.rompbaby.co.uk/ 

 
 
              
                            Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ) 
                            子どもたちとみらいのために 
            「Rompbabyのあんしんな食器」 
             万能ボウルM 

  

品目名       

食器類 

循環資源 

廃食器 

品目名       

食器類 

循環資源 

廃食器 

特徴        

破損した食器から製造したリサイクル強化
磁器食器です。 
問い合わせ先 
（有）光巨プロジェクト 
横浜市中区新山下１－５－４ 
℡045-232-4777 
http://www.rompbaby.co.uk/ 

 
 
              
                              Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ) 
                              子どもたちとみらいのために 
              「Rompbabyのあんしんな食器」 
               万能ボウルS 

  

食 器 類 

特徴 
破損した食器から製造したリサイクル強化
磁器食器です。 
問い合わせ先 
（株）おぎそ   
岐阜県土岐市駄知町1468番地 
℡0572-59-8639 
http://www.k-ogiso.co.jp/ 

品目名 

食器類 

循環資源 

廃食器 

10-11  ｶｯﾌﾟ・ｽﾀｯｸ皿類 
（ﾘｻｲｸﾙ高強度磁器食器OGISO） 

特徴        
破損した食器から製造したリサイクル強化 
磁器食器です。 
問い合わせ先       
（株）おぎそ  
岐阜県土岐市駄知町1468番地 
℡0572-59-8639 
http://www.k-ogiso.co.jp/ 

品目名       

食器類 

循環資源 

廃食器 

10-12   ボール類   
（ﾘｻｲｸﾙ高強度磁器食器OGISO） 

有効期限 H32/3/31 

特徴        
破損した食器から製造したリサイクル強化 
磁器食器です。 
問い合わせ先       
（株）おぎそ   
岐阜県土岐市駄知町1468番地 
℡0572-59-8639 
http://www.k-ogiso.co.jp/ 

10-13 浅鉢・深皿・浅皿・仕切皿類 

（ﾘｻｲｸﾙ高強度磁器食器OGISO） 

品目名 

食器類 

循環資源 

廃食器 

◎ 認定番号について 
 

 

１0－１ 

最初の認定年度 
（西暦下二桁） 

通し番号（各年度） 

※再認定製品は、当初の認定番号と
なります。 

品目名       

食器類 

循環資源 

廃食器 

特徴        

破損した食器から製造したリサイクル強化
磁器食器です。 
問い合わせ先 
（有）光巨プロジェクト 
横浜市中区新山下１－５－４ 
℡045-232-4777 
http://www.rompbaby.co.uk/ 

 
 
              
                              Rompbaby(ﾛﾝﾌﾟﾍﾞｲﾋﾞｰ) 
                              子どもたちとみらいのために 
              「Rompbabyのあんしんな食器」 
               離乳食に最適！グラタン皿 

  

有効期限 H30/3/31 

１４-２ １４-３ 

１４-４ １４-５ 

有効期限 H32/3/31 

有効期限 H32/3/31 

有効期限 H30/3/31 有効期限 H30/3/31 

認定マーク
です！ 
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特徴      
シロアリなどの害虫や雨に強く、耐久性に優
れ、環境に配慮された製品として公共施設な
どで使用されています。 
問い合わせ先 
（株）服部商店 
藤沢市立石４－2422 
℡0466-82-7225 
http://clean-shonan.com/recycle/product/ 

品目名    

プラスチック製のプランター 

循環資源    

廃プラスチック、木粉 

11-3 ロコヨプランター 

有効期限 H30/3/31 

特徴      
主原料として、すべて廃棄物から選別したPPと
PEを使用しています。また、耐久性や利便性のほ
か、焼却の際も有毒ｶﾞｽが発生しないﾘｻｲｸﾙ原料を
使用するなど、環境面・ｺｽﾄにも優れています。 

問い合わせ先      
（株）服部商店  
藤沢市立石４－２４22  
℡0466-82-7225 
http://clean-shonan.com/recycle/product/ 

品目名     

プラスチック製の感染性廃棄物容器 

循環資源   

廃プラスチック 

11-5 ロコヨペール 

有効期限 H30/3/31 

特徴      
シロアリなどの害虫や雨に強く、耐久性に優
れ、環境に配慮された製品として公共施設な
どで使用されています。 
問い合わせ先 
（株）服部商店 
藤沢市立石４－2422 
℡0466-82-7225 
http://clean-shonan.com/recycle/product/ 

品目名     

プラスチック製のベンチ 

循環資源    

廃プラスチック、木粉 

11-2 ロコヨベンチ 

有効期限 H30/3/31 

特徴      
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂を100％原料で使用して作った、
多目的に利用できるｶｺﾞ容器です。 
ｶﾗｰは、その時その時に再生されるﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹脂の色
をそのままに着色していません。 

問い合わせ先    
（株）服部商店 
藤沢市立石４－2422  
℡0466-82-7225 
http://clean-shonan.com/recycle/product/ 
  

品目名     

プラスチック製のカゴ 

循環資源    

廃プラスチック 

11-4 ロコヨコンテナー 

有効期限H30/3/31 

特徴      
45L、70L、90L   
エコマーク取得済 
問い合わせ先 
（株）ライプロンコーポレーション 
横浜市瀬谷区阿久和南３－16－16 
℡045-391-5200 
http://ripelawn.com/ 

品目名    

環境配慮型ポリ袋 

循環資源    

再生ポリエチレン 

12-3 リサイクルポリ袋 

有効期限 H31/3/31 

特徴      
複数のバッグをまとめることができ、手に食い込ま
ず痛くない。繰り返し使用可能。 
１個がエコキャップ約６個分からできており、エコ
キャップ運動によるワクチンに貢献。 

問い合わせ先 
南開工業（株） 
南足柄市壗下３５０ 
℡0465-73-2822 
http://ecohan.com/ 

品目名     

日用品 

循環資源    

ペットボトルキャップ 

12-4  ｴｺｷｬｯﾌﾟｷｬﾘｰﾊﾝﾄﾞﾙ 

有効期限 H31/3/31 

生活用品等 

特徴      
シロアリなどの害虫や雨に強く、耐久性に優
れ、環境に配慮された製品として公共施設な
どで使用されています。 
問い合わせ先 
（株）服部商店 
藤沢市立石４－2422 
℡0466-82-7225 
http://clean-shonan.com/recycle/product/ 

品目名     

プラスチック製のガーデンテーブル 

循環資源    

廃プラスチック、木粉 

11-1 ﾛｺﾖｶﾞｰﾃﾞﾝﾃｰﾌﾞﾙ 

有効期限 H30/3/31 

ベンチは別売 

使用例 

品目名       

作業手袋 

循環資源      

古着、古布、古繊維 

特徴 
古着を主な原料として製造した作業手袋です。 
「よみがえり」は男性サイズ 
「よみがぁ～る」は女性サイズ 
「よみがえり レガロ」は小学校中学年以上向き
サイズ 

問い合わせ先 
ナカノ（株） 
横浜市南区新川町5丁目27番地 
℡045-260-8206               
http://ecosophy.jp/ 

10-8 よみがえり・よみがぁ～る 

 ・よみがえり  レガロ 

有効期限 H32/3/31 

品目名 

園芸用品  

循環資源 

ペットボトルキャップ 

特徴        
ペットボトルのキャップと取り替えるだけで
じょうろとして使えます。 
問い合わせ先 
南開工業（株） 
南足柄市壗下３５０ 
℡0465-73-2822 
http://ecohan.com/ 

10-1 ジョロペット 

有効期限 H32/3/31 



肥料、土壌改良材 

特徴      
カルシウムとイオウが多量に含まれた石膏を原料に生
産された土壌改良材で、有効なカルシウム資材です。
水によく溶け、石灰（炭酸カルシウム）と比べ170倍
の溶解率で即効性があります。 

問い合わせ先 
中央環境開発（株） 
横浜市金沢区鳥浜町12ー39  
℡045-773-6030 
http://www.chuokankyokaihatsu.co.jp/ 

品目名 

農業用土壌改良材 

循環資源 

再生石膏粉 

1４-６ エコカル 

有効期限 H30/3/31 

特徴 
野菜や草木、花の成長に必要な窒素分を多
く含み、茎や葉の成長を助けて丈夫な植物
を育てます。  

問い合わせ先 
三浦地域資源ユーズ（株） 
三浦バイオマスセンター 
三浦市南下浦町毘沙門2305番地6  
℡046-881-0030 
http://www.shigen-use.biz-web.jp/ 
 

品目名 
肥料 
循環資源 
し尿、浄化槽・公共下水道汚泥、農水産物残さ 

11-6 Mﾊﾞｲｵ・たいひくん 

有効期限H30/3/31 

品目名       

堆肥 

循環資源      

生ゴミ、コーヒーかす、剪定枝 

特徴        
生ゴミなどを発酵させて精製した有機肥料
です。 
問い合わせ先       
横浜環境保全（株） 
横浜市中区吉田町53番地 
℡045-252-6680 
http://www.y-kankyo.co.jp/ 

10-7 ハマのありが堆肥 

有効期限 H32/3/31 

特徴        
臭いがなく、作物の生育促進、土壌改善の効
果があります。  
 

問い合わせ先 
（株）三凌商事  
東京都町田市木曽東１丁目34番６号 
℡042-726-2647 
http://www.tyo-sanryo.co.jp/ 

品目名 

堆肥  

循環資源 
汚泥（腹ふん）、動植物性残さ（野菜くず等）、 

おがくず 

10-10サンリョウ有機 

有効期限H32/3/31 

品目名   

肥料 

循環資源   

食品残さ、青果物、穀物類 

特徴       
栄養価が高く、有機微生物が有機分を分解
し、高い土壌改良効果があります。      
問い合わせ先   
（株）二見（二見リサイクルセンター） 
小田原市東町5-2-61 
℡0465-66-4153  
http://www.rakuten.co.jp/eco-hiryo/ 

10-14 健やかファーム 

有効期限 H32/3/31 

生活用品等 

-７- 

特徴 

牛乳パックを原料に使用したトイレット
ペーパー（ダブル）で、プレミアムな肌
ざわり。 
 問い合わせ先 
（株）富士紙業 
横浜市泉区上飯田４７４６ 
℡045-301-5209 
http://www.fujishigyou.co.jp/  

１5-4 ＦＵＪＩ-ＫＵＮ ＲＯＬＬ 

  ＰＲＥＭＩＵＭ 

品目名 
トイレットペーパー 
循環資源 
牛乳パック 

 有効期限  H31/3/31 

特徴 

上質古紙を原料に使用したトイレット
ペーパー（シングル）で、ソフトな肌
ざわり。 
 問い合わせ先 
（株）富士紙業 
横浜市泉区上飯田４７４６ 
℡045-301-5209 
http://www.fujishigyou.co.jp/  

１5-５ ＦＵＪＩ-ＫＵＮ ＲＯＬＬ 

品目名 
トイレットペーパー 
循環資源 
上質紙 

 有効期限  H31/3/31 



-８- 

施工例 

飼  料 

品目名 

飼料 

循環資源 

食品残さ 

特徴      
平均的な配合飼料の半分以下の価格で、既存の飼料
に５％から１０％ほど混合して使うことができます。
必要とされる栄養分（ﾀﾝﾊﾟｸ質、ｶﾙｼｳﾑ分など）の割
合を好みに応じて調合することができます。 

問い合わせ先 
（株）二見（二見リサイクルセンター） 
小田原市東町5－2－61            
℡0465-66-4153 
http://www.rakuten.co.jp/eco-hiryo/ 

有効期限 H32/3/31 

11-8 豚鶏用食品残さ乾燥飼料 

品目名      

ドライコンクリート 

循環資源      

生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場で発生する戻りｺﾝｸﾘｰﾄ 

1４-１ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼﾞｬﾘｺﾝ 

有効期限 H32/3/31 

特徴      
生コンクリート工場で発生する廃棄物から再生した
セメントを原材料の一部として使用し、この製品を
使用することにより、産業廃棄物の減量、地球温暖
化ガスの削減（従来比53.4%削減）などに貢献する
環境製品。 

問い合わせ先 
（株）リコーン 
川崎市川崎区夜光３丁目３－１ 
℡044-201-1831 
http://www.re-coooon.co.jp/ 

特徴      
生コンクリート工場で発生する廃棄物から再生した
セメントを原材料の一部として使用し、この製品を
使用することにより、産業廃棄物の減量、地球温暖
化ガスの削減（従来比53.4%削減）などに貢献する
環境製品。 

問い合わせ先 
（株）リコーン 
川崎市川崎区夜光３丁目３－１ 
℡044-201-1831 
http://www.re-coooon.co.jp/ 

品目名     

ドライモルタル 

循環資源    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場で発生する戻りｺﾝｸﾘｰﾄ 

13-1 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ 

有効期限 H32/3/31 

特徴      
高い粘着力で液状化や地下浸透水を防止、締
固め作業不要で省コスト化、低強度での固化、
埋め戻し工期の短縮化。 
問い合わせ先 
（株）ヨコハマ全建 
横浜市金沢区鳥浜町10－２ 
℡045-772-2666 
http://www.yokohamazenken.co.jp/ 

品目名     

流動化処理土（埋戻材） 
循環資源    

建設汚泥 

12-1 全建ソイル 

有効期限 H31/3/31 

施工例 

各 種 資 材 

特徴      
粗骨材（セメント・砂・砂利）の代替品として廃石
膏を用いるので従来品に比べ軽量化されています。
石膏は粒状となるので、保水性・透水性に優れヒー
トアイランド対策となります。 

問い合わせ先 
中央環境開発（株） 
横浜市金沢区鳥浜町12－39  
℡045-773-6030 
http://www.chuokankyokaihatsu.co.jp/ 

品目名 

点字ブロック 

循環資源 

廃石膏、高炉水砕スラグ 

警告ﾌﾞﾛｯｸ 

誘導ﾌﾞﾛｯｸ 
警告内方 
表示ﾌﾞﾛｯｸ 

11-7 エコ点字ブロック 

有効期限 H30/3/31 

特徴      
ｺﾝｸﾘｰﾄやｱｽﾌｧﾙﾄと違い自然素材の木からできた高品
質木質成型舗装材ﾌﾞﾛｯｸ。 
木の特性である弾力性や質感を損ねることなく、独
自開発の樹脂による加工方法により、透水性、保水
性をもち、熱伝導を抑制する効果もある。 
問い合わせ先      
（株）SION  
京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町２４５番地１ 
 藤和シティスクエア烏丸丸太町２－２０１   
℡075-256-3181   
http://www.4on.co.jp/ 

品目名     

木質成型舗装材ブロック 

循環資源   

間伐材、廃材の木質系チップ 

12-5 ｳｨｰﾄﾞﾛｯｸ 森のれんが 

有効期限 H31/3/31 

施工例 



-９- 

そ の 他 

特徴      
原料の一部に浄水場発生土を利用した、主原料
が土壌のペレット状脱臭剤。含有する腐植酸等
の化学反応により高湿度臭気に強い。 
活性炭と比べて急激な能力低下が無く、製造時
CO2排出量が少ない。 

問い合わせ先 
荏原実業（株） 
東京都中央区銀座７－１４－１ 
℡03-5565-5095 
 http://www.ejk.co.jp/  

品目名     

腐植質脱臭剤 （酸性・両性ガス対応） 
循環資源  

浄水場排水処理ケーキ（浄水場発生土） 

１5-3 ボエフ ＥＰＳＲ１ 

有効期限 H31/3/31 

《製品（粒径）》 

特徴      
廃食用油から軽油の代替燃料を製造する過程で発生
する副産物を原料とし、合成界面活性剤を使用しな
いことを特徴とした住宅・工業用の洗剤。 

問い合わせ先 
（株）セイコーバイオテクノ 
静岡県静岡市駿河区用宗1-22-4 
℡054-277-6633 

品目名     

洗浄剤 

循環資源    

粗グリセリン 

1３-２ バイオクリーン 

有効期限 H32/3/31 

各 種 資 材 

特徴 
生コンクリート工場で発生する廃棄物、固化材を
原材料として使用し、大きな流動性がある埋戻材。
再掘削できる地盤強度から翌日作業するための強
度発現まで配合調整でき、省コスト化、工期の短
縮化が可能。      

 問い合わせ先  

（株）金子コンクリート 
横浜市金沢区幸浦２－５－２  
℡045-784-5921  

http://suramoru.kanecon.co.jp/  
有効期限H31/3/31 

品目名 
高流動埋戻材 
循環資源 
汚泥（スラッジ水）、ガラスコンクリート陶磁
器くず  

15-1 スラモル 

特徴 

 吸水性が少なく、廃石膏50％以上配合で

通常のプラスチックより燃えにくく、経年

によるたわみもなく腐らない。 

長寿命で長期間経過後もメンテナンス不要。 

 問い合わせ先 

 中央環境開発（株） 

 横浜市金沢区鳥浜町12－39 

 ℡045-773-6030            

  http://www.chuokankyokaihatsu.co.jp/ 

15-2 

品目名 
リサイクル樹脂系建材 
循環資源 
廃石膏ボード、廃プラスチック 

有効期限 H31/3/31 

施工例 

有効期限 H32/3/31 

品目名 
改良土（埋め戻し土） 
循環資源 
建設汚泥  
 

施工例 施工例 

特徴 
建設汚泥を建設発生土と同等以上に使用できるよ
うに改良処理した製品 
掘削した土砂より強度があり、埋め戻しや盛り土
等の用途に使用できる。  

 問い合わせ先  

富二栄産業㈱ 
川崎市川崎区扇町６番５号 
℡044-333-1116 

1６-1 改良土 

有効期限 H32/3/31 

品目名 
軽量セメントモルタル 
循環資源 
廃棄コンクリート材料  

施工例 

特徴 
ラス下地用軽量既調合セメントモルタル 
作業性が良く、日本建築学会JASS 15 M-102
に適合している。 

 問い合わせ先  

富士川建材工業㈱ 
横浜市金沢区鳥浜町13番地 
℡ 045-772-1811 
http://www.fujikawakenzai.co.jp/ 

 1６-２  
ラスモルⅡＬＣ 
ラスモルアルファＬＣ 

有効期限 H32/3/31 

品目名 
業務用資材・ＤＩＹ（畜舎および食品加工場
の壁・天井材等） 
循環資源 
容器包装プラスチック  

特徴 
畜舎及び食品加工場の壁・天井材等の用途に使用
できる。 
耐水性、耐薬品性を有し、衛生的で耐腐食性にも
優れ、加工も容易。 

 問い合わせ先  

ＪＦＥプラリソース㈱ 
川崎市川崎区水江町５番地１ 
℡044-299-5193 
http://www.jfe-plr.co.jp/ 

1６-３ ＮＦボード 

施工例 施工例 

施工例 

プレデッキ  
ＰＲＥ－ＤＥＣＫ 
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循環型社会の実現に向けて 

神奈川県では、『廃棄物ゼロ』社会を目指し、３Ｒを推進しています。 
 
「廃棄物ゼロ社会」を実現するためには、県民・事業者等の皆さまがそれ
ぞれのライフスタイル、ビジネススタイルを意識的、主体的に転換する必
要があります。 

消費者として、環境にやさしい「かながわリサイクル認定製品」の購入、

製造事業者として、リサイクル製品の製造、本制度への参加（申請）につ

いて、是非、御検討ください。 

事業者の皆さまへ 

まずは御相談を！！お待ちしています。 

３Ｒの推進 
 Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）：廃棄物の発生抑制  
  ＜物を大切に使おう。ごみを減らそう。＞ 
  Ｒｅｕｓｅ（リユース）：製品・部品の再使用 
  ＜繰り返し使おう。＞ 
  Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）：再生資源の利用 
  ＜再び資源として利用しよう。＞ 



 
 
神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課  
神奈川県横浜市中区日本大通１  〒231-8588 TEL 045-210-4147 
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7323 

神奈川県リサイクル認定 検索 

気になる製品があったら、まずはクリック！ 

平成29年２月 


