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認定製品認定製品

奈良県

　上の「奈良県リサイクル認定製品」認定
マークが表示されている製品は、奈良県
の認定を受けていることを表しています。
　平成３1年 3月末日現在で、152製品
の奈良県リサイクル認定製品があります。
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認定製品は次の要件を満たしています。

認定されると・・・

認定証

認定マーク

奈良県リサイクル認定製品認定証が交付されます。

「奈良県リサイクル認定製品」認定マークを
製品に表示することができます。

（１）主として、県内で発生する循環資源を利用し、製造・加工されること。

（２）生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造・加工されること。

（３）認定の申請時において既に販売されており、
　　  又は申請から6ヶ月以内に販売されることが確実であること。

（４）その製品の普及が奈良県の循環資源の循環的な利用の促進に効果を有すると認められること。

（５）奈良県リサイクル認定製品品質基準に適合していること。

（６）その製品の製造に必要な法令に違反していないこと。

「奈良県リサイクル認定製品」については、県ホームページでも紹介しています。
【ホームページ】http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12652

「奈良県リサイクル認定製品」は、県内で発生する循環資源などを有効利用して
製造・加工されたリサイクル製品のうち、一定の基準を満たすものを奈良県知事
が認定したものです。
　平成15年度に創設し、平成31年3月末現在152製品を認定しています。

奈良県リサイクル製品認定制度について 

1

写 真

品目名認定番号（旧番号）

製 品 名
（循環資源の名称）

事 業 者 名
連 絡 先

改良土28-1（19-2）

エコソイル
（建設発生土）

株式会社ササオカ
TEL：0745-83-2322

凡 例

再生クラッシャラン28-2（22-9）

エコクラッシャ
（建設発生土）

株式会社ササオカ
TEL：0745-83-2322

最大粒径調整土28-3（22-10）

ワイズアジャストクラッシャー
（建設発生土・自社砕石くず等）

山本商事株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-0405

コンクリート２次製品28-5（22-13）

株式会社山本工業
TEL：0744-32-3226

再生汚泥砂28-4（22-11）

水洗リサイクル砂
（建設汚泥・上水汚泥等無機汚泥）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

フヘキ5号ブロック
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

丸形30ソクハイ
（砕砂くず等）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

利再来クラッシャラン（RC-30）
（コンクリート塊・アスファルト塊）

コンクリート２次製品28-6（22-14） 再生クラッシャラン28-7（22-15）

再生アスファルト塊28-9（22-17）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

再生クラッシャラン28-8（22-16）

利再来クラッシャラン（RC-40）
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

アスクル6号
（アスファルト塊・切削クズ）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

RM-30
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

利再来こんくりこ（RC-10）
（コンクリート塊）

再生粒度調整砕石28-10（22-18） 再生コンクリート砂28-11（18-9）

再生クラッシャラン28-13（25-15）

有限会社宗大
TEL：0745-69-7378

再生クラッシャラン28-12（25-14）

RC-30
（コンクリート塊・アスファルト塊）

有限会社宗大
TEL：0745-69-7378

RC-40
（コンクリート塊・アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

RC-40
（コンクリート塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生クラッシャラン28-14（25-16） 再生アスファルト混合物28-15（25-17）

    

● 土木資材等

2



認定製品は次の要件を満たしています。

認定されると・・・

認定証

認定マーク

奈良県リサイクル認定製品認定証が交付されます。

「奈良県リサイクル認定製品」認定マークを
製品に表示することができます。

（１）主として、県内で発生する循環資源を利用し、製造・加工されること。

（２）生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造・加工されること。

（３）認定の申請時において既に販売されており、
　　  又は申請から6ヶ月以内に販売されることが確実であること。

（４）その製品の普及が奈良県の循環資源の循環的な利用の促進に効果を有すると認められること。

（５）奈良県リサイクル認定製品品質基準に適合していること。

（６）その製品の製造に必要な法令に違反していないこと。

「奈良県リサイクル認定製品」については、県ホームページでも紹介しています。
【ホームページ】http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12652

「奈良県リサイクル認定製品」は、県内で発生する循環資源などを有効利用して
製造・加工されたリサイクル製品のうち、一定の基準を満たすものを奈良県知事
が認定したものです。
　平成15年度に創設し、平成31年3月末現在152製品を認定しています。

奈良県リサイクル製品認定制度について 

1

写 真

品目名認定番号（旧番号）

製 品 名
（循環資源の名称）

事 業 者 名
連 絡 先

改良土28-1（19-2）

エコソイル
（建設発生土）

株式会社ササオカ
TEL：0745-83-2322

凡 例

再生クラッシャラン28-2（22-9）

エコクラッシャ
（建設発生土）

株式会社ササオカ
TEL：0745-83-2322

最大粒径調整土28-3（22-10）

ワイズアジャストクラッシャー
（建設発生土・自社砕石くず等）

山本商事株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-0405

コンクリート２次製品28-5（22-13）

株式会社山本工業
TEL：0744-32-3226

再生汚泥砂28-4（22-11）

水洗リサイクル砂
（建設汚泥・上水汚泥等無機汚泥）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

フヘキ5号ブロック
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

丸形30ソクハイ
（砕砂くず等）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

利再来クラッシャラン（RC-30）
（コンクリート塊・アスファルト塊）

コンクリート２次製品28-6（22-14） 再生クラッシャラン28-7（22-15）

再生アスファルト塊28-9（22-17）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

再生クラッシャラン28-8（22-16）

利再来クラッシャラン（RC-40）
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

アスクル6号
（アスファルト塊・切削クズ）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

RM-30
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社西岡組
TEL：0745-83-0330

利再来こんくりこ（RC-10）
（コンクリート塊）

再生粒度調整砕石28-10（22-18） 再生コンクリート砂28-11（18-9）

再生クラッシャラン28-13（25-15）

有限会社宗大
TEL：0745-69-7378

再生クラッシャラン28-12（25-14）

RC-30
（コンクリート塊・アスファルト塊）

有限会社宗大
TEL：0745-69-7378

RC-40
（コンクリート塊・アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

RC-40
（コンクリート塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生クラッシャラン28-14（25-16） 再生アスファルト混合物28-15（25-17）

    

● 土木資材等

2



3

最大粒径調整土28-34

ジェイムアジャストクラッシャー
（ガラスくず等・がれき類・鉱さい・汚泥）

再 生 砂28-35

奈良マテリアル株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9038

ジェイムサンド
（ガラスくず等・がれき類・鉱さい・汚泥）
奈良マテリアル株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9038

コンクリート２次製品28-37

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

再 生 砂28-36（24-10）

ミックスエコサンド
（がれき類（ガラス陶磁器くず）・鉱さい・

ガラスくず・煉瓦・コンクリート塊）
榛原コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-4179

リターンブロックⅡ
（砕砂くず等）

有限会社　日出産業
TEL：0742-61-8526

再生クラッシャー
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社　吉田生コンクリート
TEL：0742-62-3618

普通・舗装コンクリート
（砕砂くず等利用砕砂）

再生クラッシャラン28-38 生コンクリート28-39

コンクリート２次製品28-41

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

コンクリート２次製品28-40

CD側溝シリーズ
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

イーグルシリーズ
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

ティーロード
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

グリーンデコシリーズ
（砕砂くず）

コンクリート２次製品28-42 コンクリート２次製品28-43

コンクリート２次製品28-45

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

コンクリート２次製品28-44

管渠型側溝
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

道路製品
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

ハニカムシリーズ
（砕砂くず）

榛原コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-4179

リターンブロック
（溶融スラグ）

コンクリート２次製品28-46 コンクリート２次製品29-1（17-28）

    

● 土木資材等

4

再生アスファルト混合物28-17（25-19）再生アスファルト混合物28-16（25-18） 再生アスファルト混合物28-18（25-20） 再生アスファルト混合物28-19（25-21）

再生アスファルト混合物28-20（25-22）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

RC-40
（コンクリート塊・アスファルト塊）

再生クラッシャラン28-22（25-24） 再生アスファルト混合物28-23（25-25）

再生アスファルト混合物28-25（25-27）

再生クラッシャラン28-29（25-31）

株式会社梶本建材
TEL：0743-64-1604

RC-40
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社吉川ジオテック
TEL：0744-33-1646

さいりBL（さいりブロック）
（砕砂くず等）

株式会社　ササオカ
TEL：0745-83-2322

エコM-30
（建設発生土）

コンクリート2次製品28-30（25-32） 再生粒度調整砕石28-31

    

● 土木資材等

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-24（25-26）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-28（25-30）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-26（25-28）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-27（25-29）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-21（25-23）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-32

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]改質Ⅱ型
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-33

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]改質Ⅱ型
（アスファルト塊）



3

最大粒径調整土28-34

ジェイムアジャストクラッシャー
（ガラスくず等・がれき類・鉱さい・汚泥）

再 生 砂28-35

奈良マテリアル株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9038

ジェイムサンド
（ガラスくず等・がれき類・鉱さい・汚泥）
奈良マテリアル株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9038

コンクリート２次製品28-37

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

再 生 砂28-36（24-10）

ミックスエコサンド
（がれき類（ガラス陶磁器くず）・鉱さい・

ガラスくず・煉瓦・コンクリート塊）
榛原コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-4179

リターンブロックⅡ
（砕砂くず等）

有限会社　日出産業
TEL：0742-61-8526

再生クラッシャー
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社　吉田生コンクリート
TEL：0742-62-3618

普通・舗装コンクリート
（砕砂くず等利用砕砂）

再生クラッシャラン28-38 生コンクリート28-39

コンクリート２次製品28-41

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

コンクリート２次製品28-40

CD側溝シリーズ
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

イーグルシリーズ
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

ティーロード
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

グリーンデコシリーズ
（砕砂くず）

コンクリート２次製品28-42 コンクリート２次製品28-43

コンクリート２次製品28-45

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

コンクリート２次製品28-44

管渠型側溝
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

道路製品
（砕砂くず）

松岡コンクリート工業株式会社
TEL：0584-62-5007

ハニカムシリーズ
（砕砂くず）

榛原コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-4179

リターンブロック
（溶融スラグ）

コンクリート２次製品28-46 コンクリート２次製品29-1（17-28）

    

● 土木資材等
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再生アスファルト混合物28-17（25-19）再生アスファルト混合物28-16（25-18） 再生アスファルト混合物28-18（25-20） 再生アスファルト混合物28-19（25-21）

再生アスファルト混合物28-20（25-22）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

RC-40
（コンクリート塊・アスファルト塊）

再生クラッシャラン28-22（25-24） 再生アスファルト混合物28-23（25-25）

再生アスファルト混合物28-25（25-27）

再生クラッシャラン28-29（25-31）

株式会社梶本建材
TEL：0743-64-1604

RC-40
（コンクリート塊・アスファルト塊）

株式会社吉川ジオテック
TEL：0744-33-1646

さいりBL（さいりブロック）
（砕砂くず等）

株式会社　ササオカ
TEL：0745-83-2322

エコM-30
（建設発生土）

コンクリート2次製品28-30（25-32） 再生粒度調整砕石28-31

    

● 土木資材等

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-24（25-26）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-28（25-30）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-26（25-28）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-27（25-29）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-21（25-23）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-32

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]改質Ⅱ型
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物28-33

奈良県アスコン協同組合
TEL：0743-59-0015

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]改質Ⅱ型
（アスファルト塊）



5

再生アスファルト混合物29-20（26-21） 再生アスファルト混合物29-21（26-22）

再生アスファルト混合物29-23（26-24）再生アスファルト混合物29-22（26-23） 再生アスファルト混合物29-24（26-25） 再生アスファルト混合物29-25（26-26）

再生アスファルト混合物29-27（26-28）再生アスファルト混合物29-26（26-27） 再生アスファルト混合物29-28（26-29） 再生アスファルト混合物29-29（26-30）

再生アスファルト混合物29-31（26-32）再生アスファルト混合物29-30（26-31）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

RC-40
（コンクリート塊）

再生クラッシャラン29-32（26-33） 再生アスファルト混合物29-33（26-34）

    

● 土木資材等

6

コンクリート用細骨材29-3（20-1）再生クラッシャラン29-2（17-29） 再生コンクリート砂29-4（20-11） 再生粒度調整砕石29-5（20-12）

再 生 土29-6（23-22） 再生粒度調整砕石29-8（23-24） 再生コンクリート砂29-9（23-25）

再生クラッシャラン29-11（23-27）

再生粒度調整砕石29-15（23-34）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

RM-30
（コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

再生3号
（コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

再生土
（建設汚泥・浚渫汚泥・脱水ケーキ・
建設発生土・鉱さい・ばいじん・燃え殻）

再生粒度調整砕石29-16（26-17） 再 生 土29-17（26-18）

    

● 土木資材等

再生クラッシャラン29-10（23-26）

再生クラッシャラン29-14（23-33）

再生コンクリート砂29-12（23-31） 再生クラッシャラン29-13（23-32）

再生粒度調整砕石29-7（23-23）

再生アスファルト混合物29-18（26-19）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物29-19（26-20）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

内村興産株式会社
TEL：0743-54-5900

RC-40
（コンクリート塊）

山本商事株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-0405

高品質砕砂 ガリバー砂（SG砂）
（砕砂くず等）

内村興産株式会社
TEL：0743-54-5900

再生砂　0-10
（コンクリート塊）

内村興産株式会社
TEL：0743-54-5900

RM-30
（コンクリート塊）

株式会社山本工業
TEL：0744-32-3226

グリーンソイル
（無機汚泥）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RM-30
（アスファルト塊・コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RM-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

Econcret  sand
（コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RC-30
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

RC-40
（コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

R-10
（コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

RC-30
（コンクリート塊）



5

再生アスファルト混合物29-20（26-21） 再生アスファルト混合物29-21（26-22）

再生アスファルト混合物29-23（26-24）再生アスファルト混合物29-22（26-23） 再生アスファルト混合物29-24（26-25） 再生アスファルト混合物29-25（26-26）

再生アスファルト混合物29-27（26-28）再生アスファルト混合物29-26（26-27） 再生アスファルト混合物29-28（26-29） 再生アスファルト混合物29-29（26-30）

再生アスファルト混合物29-31（26-32）再生アスファルト混合物29-30（26-31）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

RC-40
（コンクリート塊）

再生クラッシャラン29-32（26-33） 再生アスファルト混合物29-33（26-34）

    

● 土木資材等

6

コンクリート用細骨材29-3（20-1）再生クラッシャラン29-2（17-29） 再生コンクリート砂29-4（20-11） 再生粒度調整砕石29-5（20-12）

再 生 土29-6（23-22） 再生粒度調整砕石29-8（23-24） 再生コンクリート砂29-9（23-25）

再生クラッシャラン29-11（23-27）

再生粒度調整砕石29-15（23-34）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

RM-30
（コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

再生3号
（コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

再生土
（建設汚泥・浚渫汚泥・脱水ケーキ・
建設発生土・鉱さい・ばいじん・燃え殻）

再生粒度調整砕石29-16（26-17） 再 生 土29-17（26-18）

    

● 土木資材等

再生クラッシャラン29-10（23-26）

再生クラッシャラン29-14（23-33）

再生コンクリート砂29-12（23-31） 再生クラッシャラン29-13（23-32）

再生粒度調整砕石29-7（23-23）

再生アスファルト混合物29-18（26-19）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

再生アスファルト混合物29-19（26-20）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社ガイアート　関西支店
TEL：06-6446-5880

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生アスファルト安定処理混合物
（25）[50]60/80
（アスファルト塊）

内村興産株式会社
TEL：0743-54-5900

RC-40
（コンクリート塊）

山本商事株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-0405

高品質砕砂 ガリバー砂（SG砂）
（砕砂くず等）

内村興産株式会社
TEL：0743-54-5900

再生砂　0-10
（コンクリート塊）

内村興産株式会社
TEL：0743-54-5900

RM-30
（コンクリート塊）

株式会社山本工業
TEL：0744-32-3226

グリーンソイル
（無機汚泥）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RM-30
（アスファルト塊・コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RM-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

Econcret  sand
（コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RC-30
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

RC-40
（コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

R-10
（コンクリート塊）

株式会社疋田建設
TEL：0745-78-4580

RC-30
（コンクリート塊）



7

再生アスファルト混合物29-52 再生アスファルト混合物29-53

コンクリート２次製品29-55再生クラッシャラン29-54 コンクリート２次製品29-56 コンクリート２次製品29-57

コンクリート２次製品29-59コンクリート２次製品29-58 コンクリート２次製品29-60 コンクリート２次製品29-61

再生クラッシャラン30-1（21-1）再生クラッシャラン29-62

三建工業株式会社
TEL：0744-25-4137

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社上田建設
TEL：0745-65-1600

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RC-40（コンクリート）
（コンクリート塊）

再生クラッシャラン30-2（21-2） 再生クラッシャラン30-3（21-6）

    

● 土木資材等

8

再生アスファルト混合物29-35（26-36）再生アスファルト混合物29-34（26-35） 再生アスファルト混合物29-36（26-37） 再生アスファルト混合物29-37（26-38）

再生アスファルト混合物29-38（26-39） コンクリート２次製品29-40（26-41） 再生クラッシャラン29-41（26-42）

透水性舗装材29-43（26-44）

再生アスファルト混合物29-47

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

ノンスリップ側溝
ハイスル－シリーズ

（砕砂くず等）

コンクリート２次製品29-48 コンクリート２次製品29-49

    

● 土木資材等

再 生 砂29-42（26-43）

再生アスファルト混合物29-46

再生土木資材29-44（26-45） 再生クラッシャラン29-45

コンクリート２次製品29-39（16-11）

コンクリート２次製品29-50 コンクリート２次製品29-51

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生耐流動粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]R-03A
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生耐流動密粒度アスファルト混合物
（20）[75]R-05A
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75] 改質Ⅱ型R-03A

（アスファルト塊）
村本道路株式会社

TEL：0745-55-6671

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75] 改質Ⅱ型R-05A

（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

南和産業株式会社
TEL：0747-52-8251

ニューストン・R型
（コンクリート廃材）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

エコノミー側溝 ｅスルー
（砕砂くず等）

株式会社ヤマト興産
TEL：0747-22-3816

ヤマトクラッシャー（RC-40）
（コンクリート塊）

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

再生砂（ジェイムサンド）
（ガラス・がれき類・鉱さい）

社団法人瓦チップ研究会
TEL：0574-54-1188

和み舗装
（廃日本瓦）

社団法人瓦チップ研究会
TEL：0574-54-1188

瓦チップ
（廃日本瓦）

株式会社　正光
TEL：0745-67-1733

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

UCK式
円形水路シリーズ

（砕砂くず等）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

暗渠型側溝シリーズ
（砕砂くず等）

株式会社ガイアート  関西支店
TEL：06-6446-5880

RC-30
（コンクリート塊・アスファルト塊）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

大形張
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

境界ブロック
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

上ぶた式Ｕ形側溝
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

Ｌ形側溝
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

40□・50□張
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

スマート側溝30
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

張
（砕砂くず等）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

Pca横断溝
（砕砂くず等）
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再生アスファルト混合物29-52 再生アスファルト混合物29-53

コンクリート２次製品29-55再生クラッシャラン29-54 コンクリート２次製品29-56 コンクリート２次製品29-57

コンクリート２次製品29-59コンクリート２次製品29-58 コンクリート２次製品29-60 コンクリート２次製品29-61

再生クラッシャラン30-1（21-1）再生クラッシャラン29-62

三建工業株式会社
TEL：0744-25-4137

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社上田建設
TEL：0745-65-1600

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

徳本砕石工業株式会社
TEL：0747-52-0775

RC-40（コンクリート）
（コンクリート塊）

再生クラッシャラン30-2（21-2） 再生クラッシャラン30-3（21-6）

    

● 土木資材等

8

再生アスファルト混合物29-35（26-36）再生アスファルト混合物29-34（26-35） 再生アスファルト混合物29-36（26-37） 再生アスファルト混合物29-37（26-38）

再生アスファルト混合物29-38（26-39） コンクリート２次製品29-40（26-41） 再生クラッシャラン29-41（26-42）

透水性舗装材29-43（26-44）

再生アスファルト混合物29-47

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

ノンスリップ側溝
ハイスル－シリーズ

（砕砂くず等）

コンクリート２次製品29-48 コンクリート２次製品29-49

    

● 土木資材等

再 生 砂29-42（26-43）

再生アスファルト混合物29-46

再生土木資材29-44（26-45） 再生クラッシャラン29-45

コンクリート２次製品29-39（16-11）

コンクリート２次製品29-50 コンクリート２次製品29-51

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生耐流動粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]R-03A
（アスファルト塊）

日本道路株式会社奈良中央アスコン
TEL：0745-52-4262

再生耐流動密粒度アスファルト混合物
（20）[75]R-05A
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生細粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

村本道路株式会社
TEL：0745-55-6671

再生粗粒度アスファルト混合物
（20）[75] 改質Ⅱ型R-03A

（アスファルト塊）
村本道路株式会社

TEL：0745-55-6671

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75] 改質Ⅱ型R-05A

（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生密粒度アスファルト混合物
（20）[75]60/80
（アスファルト塊）

株式会社清川組
TEL：0745-72-2781

再生密粒度アスファルト混合物
（13）[50]60/80
（アスファルト塊）

南和産業株式会社
TEL：0747-52-8251

ニューストン・R型
（コンクリート廃材）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

エコノミー側溝 ｅスルー
（砕砂くず等）

株式会社ヤマト興産
TEL：0747-22-3816

ヤマトクラッシャー（RC-40）
（コンクリート塊）

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

再生砂（ジェイムサンド）
（ガラス・がれき類・鉱さい）

社団法人瓦チップ研究会
TEL：0574-54-1188

和み舗装
（廃日本瓦）

社団法人瓦チップ研究会
TEL：0574-54-1188

瓦チップ
（廃日本瓦）

株式会社　正光
TEL：0745-67-1733

RC-40
（アスファルト塊・コンクリート塊）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

UCK式
円形水路シリーズ

（砕砂くず等）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

暗渠型側溝シリーズ
（砕砂くず等）

株式会社ガイアート  関西支店
TEL：06-6446-5880

RC-30
（コンクリート塊・アスファルト塊）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

大形張
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

境界ブロック
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

上ぶた式Ｕ形側溝
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

Ｌ形側溝
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

40□・50□張
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

スマート側溝30
（砕砂くず等）

草竹コンクリート工業株式会社
TEL：0742-50-5050

張
（砕砂くず等）

植平コンクリート工業株式会社
TEL：0745-82-2162

Pca横断溝
（砕砂くず等）
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木製工作物29-65（20-4） 木製工作物29-66（20-5）

法面工・植生基礎工30-17（15-7）木製工作物29-67（20-6） 木製構造物30-18（24-26） 檜エキス28-50（19-3）

手漉き和紙28-52（19-1）手漉き和紙28-51（16-15） 熱交換再生ゴムマット28-53 熱交換再生ゴム粒28-54

手漉き和紙29-69（26-59）手漉き和紙29-68（23-28）

株式会社ヒカリワールド
TEL：0747-26-3000

再生ゴム擬木・砂場ゴム
（廃タイヤ）

社会福祉法人
桜井市手をつなぐ育成会若桜
TEL：0744-46-0711

さくらんぼ手漉き和紙の
はがき・名刺
（紙パック）

社会福祉法人
ならやま会わかくさ園
TEL：0742-27-5150

名刺・便箋・
レターセット・ハガキ等

（紙パック）
社会福祉法人

ならやま会わかくさ園
TEL：0742-27-5150

タオルハンガー・小物入れ・
マグネット・カードホルダー

（かまぼこ板）

かまぼこ板雑貨29-70（26-60） 再生ゴム29-71（26-61）

    

● 木製品等

● その他

10

コンクリート２次製品30-5（21-9）再 生 山 砂30-4（21-8） コンクリート２次製品30-6（21-10） コンクリート２次製品30-7（21-11）

再 生 砂30-8（24-11） 資源循環型土30-10（27-10） 資源循環型土30-11（27-11）

有機質肥料28-47（16-10）

純植物性堆肥30-16（15-9）

室生村森林組合
TEL：0745-92-3570

プランター・木柵・木柵工
木製階段・木製階段工
（木くず（間伐材））

木製工作物28-48（19-4） 高耐久化処理木材28-49（16-19）

    

● 土木資材等

● 肥料等

● 木製品等

再生クラッシャラン30-12

チップ堆肥30-15（15-4）

チップ堆肥30-13（15-2） チップ堆肥30-14（15-3）

再生クラッシャラン30-9（24-12）

木製工作物29-63（20-2） 木製工作物29-64（20-3）

ワイズアジャストクラッシャー
（ガラスくず等・がれき類）

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

ワイズサンド
（ガラスくず等・がれき類）

東和スポーツ施設株式会社
TEL：075-702-1177

エコクレイTS
（廃日本瓦）

東和スポーツ施設株式会社
TEL：075-702-1177

エコクレイ芝の床土
（廃日本瓦）

吉川コンクリート工業株式会社
TEL：0745-62-6711

リバース境界ブロック
（砕砂くず等）

山本商事株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-0405

ワイズサンド
（建設発生土・自社砕砂くず・山砂）

吉川コンクリート工業株式会社
TEL：0745-62-6711

リバースブロックU形側溝
（砕砂くず等）

吉川コンクリート工業株式会社
TEL：0745-62-6711

リバースブロックL形側溝
（砕砂くず等）

岡本製肥所
TEL：0745-55-0376

蒸製羊毛粉
（羊毛くず）

平成有機農法研究会
TEL：090-1890-6523

ダイズユーキ
（おから・挽粉・生薬の絞り粕・炭）

株式会社　正光
TEL：0745-67-1733

RC-30
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

法面緑化基盤材  樹の恵1号
（木くず（根株・たけ・樹・　
　　　　枝葉・オガ粉・草））

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

マルチング材  樹の恵3号
（木くず（根株・たけ・樹・　
　　　　枝葉・オガ粉・草））

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

有機土壌改良材  樹の恵2号
（木くず（根株・たけ・樹・　
　　　　枝葉・オガ粉・草））

室生村森林組合
TEL：0745-92-3570

O&Dウッド
（木くず（間伐材））

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

下足箱
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

造作材（羽目板・額縁・巾木）
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

ロッカー
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

桧集成フローリング 
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

カーテンボックス
（間伐材）

有限会社クスベ産業
TEL：0737-32-4877

ウッド筋工
（間伐材）

有限会社クスベ産業
TEL：0737-32-4877

間伐材二重井桁枠工
（間伐材）

吉本商店
TEL：07475-2-2481

檜の心
（檜チップ）

社会福祉法人こぶしの会
コミュニティワークこッから
TEL：0742-63-6765

こッから手漉き和紙
（牛乳パック）

社会福祉法人いこま福祉会
TEL：0743-77-9900

かざぐるま手漉き和紙
（パックパルプ）

株式会社ヒカリワールド
TEL：0747-26-3000

熱交再生ゴムマット
D42K

（再生ゴム粒）
株式会社ヒカリワールド
TEL：0747-26-3000

熱交再生ゴムチップ
D42K

（再生ゴム粒）
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木製工作物29-65（20-4） 木製工作物29-66（20-5）

法面工・植生基礎工30-17（15-7）木製工作物29-67（20-6） 木製構造物30-18（24-26） 檜エキス28-50（19-3）

手漉き和紙28-52（19-1）手漉き和紙28-51（16-15） 熱交換再生ゴムマット28-53 熱交換再生ゴム粒28-54

手漉き和紙29-69（26-59）手漉き和紙29-68（23-28）

株式会社ヒカリワールド
TEL：0747-26-3000

再生ゴム擬木・砂場ゴム
（廃タイヤ）

社会福祉法人
桜井市手をつなぐ育成会若桜
TEL：0744-46-0711

さくらんぼ手漉き和紙の
はがき・名刺
（紙パック）

社会福祉法人
ならやま会わかくさ園
TEL：0742-27-5150

名刺・便箋・
レターセット・ハガキ等

（紙パック）
社会福祉法人

ならやま会わかくさ園
TEL：0742-27-5150

タオルハンガー・小物入れ・
マグネット・カードホルダー

（かまぼこ板）

かまぼこ板雑貨29-70（26-60） 再生ゴム29-71（26-61）

    

● 木製品等

● その他
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コンクリート２次製品30-5（21-9）再 生 山 砂30-4（21-8） コンクリート２次製品30-6（21-10） コンクリート２次製品30-7（21-11）

再 生 砂30-8（24-11） 資源循環型土30-10（27-10） 資源循環型土30-11（27-11）

有機質肥料28-47（16-10）

純植物性堆肥30-16（15-9）

室生村森林組合
TEL：0745-92-3570

プランター・木柵・木柵工
木製階段・木製階段工
（木くず（間伐材））

木製工作物28-48（19-4） 高耐久化処理木材28-49（16-19）

    

● 土木資材等

● 肥料等

● 木製品等

再生クラッシャラン30-12

チップ堆肥30-15（15-4）

チップ堆肥30-13（15-2） チップ堆肥30-14（15-3）

再生クラッシャラン30-9（24-12）

木製工作物29-63（20-2） 木製工作物29-64（20-3）

ワイズアジャストクラッシャー
（ガラスくず等・がれき類）

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

ワイズサンド
（ガラスくず等・がれき類）

東和スポーツ施設株式会社
TEL：075-702-1177

エコクレイTS
（廃日本瓦）

東和スポーツ施設株式会社
TEL：075-702-1177

エコクレイ芝の床土
（廃日本瓦）

吉川コンクリート工業株式会社
TEL：0745-62-6711

リバース境界ブロック
（砕砂くず等）

山本商事株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-0405

ワイズサンド
（建設発生土・自社砕砂くず・山砂）

吉川コンクリート工業株式会社
TEL：0745-62-6711

リバースブロックU形側溝
（砕砂くず等）

吉川コンクリート工業株式会社
TEL：0745-62-6711

リバースブロックL形側溝
（砕砂くず等）

岡本製肥所
TEL：0745-55-0376

蒸製羊毛粉
（羊毛くず）

平成有機農法研究会
TEL：090-1890-6523

ダイズユーキ
（おから・挽粉・生薬の絞り粕・炭）

株式会社　正光
TEL：0745-67-1733

RC-30
（アスファルト塊・コンクリート塊）

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

法面緑化基盤材  樹の恵1号
（木くず（根株・たけ・樹・　
　　　　枝葉・オガ粉・草））

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

マルチング材  樹の恵3号
（木くず（根株・たけ・樹・　
　　　　枝葉・オガ粉・草））

株式会社中吉野開発
TEL：0747-52-8870

有機土壌改良材  樹の恵2号
（木くず（根株・たけ・樹・　
　　　　枝葉・オガ粉・草））

室生村森林組合
TEL：0745-92-3570

O&Dウッド
（木くず（間伐材））

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

下足箱
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

造作材（羽目板・額縁・巾木）
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

ロッカー
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

桧集成フローリング 
（間伐材）

日本住宅パネル工業協同組合
大阪支所

TEL：06-6462-1600

カーテンボックス
（間伐材）

有限会社クスベ産業
TEL：0737-32-4877

ウッド筋工
（間伐材）

有限会社クスベ産業
TEL：0737-32-4877

間伐材二重井桁枠工
（間伐材）

吉本商店
TEL：07475-2-2481

檜の心
（檜チップ）

社会福祉法人こぶしの会
コミュニティワークこッから
TEL：0742-63-6765

こッから手漉き和紙
（牛乳パック）

社会福祉法人いこま福祉会
TEL：0743-77-9900

かざぐるま手漉き和紙
（パックパルプ）

株式会社ヒカリワールド
TEL：0747-26-3000

熱交再生ゴムマット
D42K

（再生ゴム粒）
株式会社ヒカリワールド
TEL：0747-26-3000

熱交再生ゴムチップ
D42K

（再生ゴム粒）
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再生ポリ袋30-19（15-6）フォーミング抑制材29-72（26-62） ゴム製クッション材30-20（21-25） ゴム製クッション材30-21（21-26）

ゴム製クッション材30-22（21-27） ボイラー用固形燃料30-24（21-29） 廃プラスチック再生品30-25（24-23）

● その他

加 炭 剤30-26（27-26）

ラインパウダー30-23（21-28）

三和ゴム工業株式会社
TEL：0744-33-2345

（ソーラーパネル音声発生装置付）
エコポール
（ゴムの研磨粉）

株式会社中和営繕
TEL：0744-42-0751

グランド用ラインパウダー
（石膏ボード（新材））

宇陀化成工業株式会社
TEL：0745-85-3001

UKKのポリエチレンフィルム
（廃プラスチック　　　　
　　（低密度ポリエチレン））

宇陀化成工業株式会社
TEL：0745-85-3001

ポリハイ
（廃プラスチック　　　　
　　（低密度ポリエチレン））

三和ゴム工業株式会社
TEL：0744-33-2345

車止め
（ゴムの研磨粉）

三和ゴム工業株式会社
TEL：0744-33-2345

カーストッパー
（ゴムの研磨粉）

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

ジェイムライト
（廃プラ類（自動車等破砕物を含む）・

紙くず・木くず・ゴムくず・繊維くず・スラグ）

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

ボイラー用固形燃料RPF
（廃プラ類・紙くず・木くず・

ゴムくず・繊維くず）

奈良総合リサイクルセンター株式会社
（山本商事グループ）
TEL：0745-66-9538

ジェイムカーボン
（廃プラ類（自動車等破砕物を含む）・
紙くず・木くず・ゴムくず・繊維くず）

奈良県くらし創造部景観・環境局 廃棄物対策課

〒630-8501　奈良県奈良市登大路町 30

TEL：0742-27-8746　　FAX：0742-22-7482

ホームページ：http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12652

お問い合わせ先

©NARA pref.
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平成31年3月

奈良県エコキャラクター
な～らちゃん

奈良県
リサイクル奈良県
リサイクル

認定製品認定製品

奈良県

　上の「奈良県リサイクル認定製品」認定
マークが表示されている製品は、奈良県
の認定を受けていることを表しています。
　平成３1年 3月末日現在で、152製品
の奈良県リサイクル認定製品があります。


