


循環型社会の構築

廃棄物の減量化・リサイクルの推進

愛媛県

認定審査会

申請

認定

申請

申請 認定

認定

「愛媛県資源循環優良モデル認定制度」とは？

＜シンボルマークの使用方法＞
◎優良リサイクル製品については、シール
　の作成・包装等への印刷などによる使用
　が認められます。
◎優良循環型事業所・優良エコショップに
ついては、県でステッカーを作成して配
　布します。

査
審
定
認

認定制度の対象

◎学識経験者等で構成する
「資源循環優良モデル認定
審査会」において審査され
ます。
◎認定は知事が行い、認定証
が交付されます。

間
期
定
認

3年
（認定日から3年経過した
日の属する年度末日まで）

eh imeとec oの
「e」、地球を組み合
わせ、資源循環促進
のイメージを親しみ
やすく表現したもの

と
る
れ
さ
定
認 ◎県において認定された製品・企業・店舗を紹介するパンフ

レットを作成・配布
◎県のホームページ等への掲載
◎環境フェア等環境関連イベントにおける認定製品の展示、
企業・店舗の取り組みの紹介など
　広く県民の方への周知・啓発を行います。

優良循環型事業所
廃棄物のリデュース・

リユース・リサイクルの推進

優良エコショップ
リサイクル製品の需要拡大
廃棄物の発生抑制・リサイクル

優良リサイクル製品
環境ビジネスの育成

県内に本社又は事業所を置く企
業等のうち、廃棄物のリデュー
ス・リユース・リサイクルに積極的
に取り組んでいるもの

県内の店舗（小売店、道の駅、
飲食店等の商店）のうち、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、又は地産地
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

県内の企業等が関わって
製造加工しているリサイク
ル製品

えひめのスゴecoを紹介します

平成29年3月　　愛媛県知事　中村 時広
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　愛媛県では、限りある資源を繰り返し利用し、環境への負荷の少ない循環型社会の構築
を目指しており、県内の企業等がかかわって製造しているリサイクル製品、あるいは廃棄
物の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）や環境に配慮した取り組み等を積極的に
実施している県内の事業所・店舗など、循環型社会づくりの模範となるものを「資源循環
優良モデル（スゴeco）」として認定しています。
　このパンフレットは、平成28年度に認定したスゴecoを中心に紹介したものであり、
経済活動と環境保全の両立という困難な課題に果敢にチャレンジしながら、優れたリサイ
クル製品の開発などを進めている事業者を多くの方々に知っていただき、環境負荷の少な
い循環型社会の推進と環境ビジネスの更なる振興が図られることを願っております。
　今後とも、県では、「えひめの環境にやさしい企業」を応援し、調和と循環により、かけ
がえのない環境を守る「やさしい愛顔（えがお）あふれるえひめづくり」に全力で取り組ん
で参りますので、皆様方には、一層の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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優良リサイクル製品

‘ポイッコ’すっきり君 福助工業株式会社 3..............................................

県内の企業等が関わって製造加工している
リサイクル製品

優良循環型事業所 県内に本社又は事業所を置く企業等のうち、廃棄物のリデュース・
リユース・リサイクルに積極的に取り組んでいるもの

株式会社hanafu 4................................................................................................................

四国ケージ株式会社 5.................................................................................................................................................

優良エコショップ 県内の店舗（小売店、道の駅、飲食店等の商店）のうち、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、
又は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

まなべ商店 6............................................................................................................................



製造者：福助工業株式会社

　 　  

‘ポイッコ’すっきり君

製品の
概　要

優良リサイクル製品
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事業所案内 仕様・販売価格等

　『‘ポイッコ’すっきり君』は、原料に使用済みＰＥＴボトルを５４％使用したエコマーク認定の台所用水
切りゴミ袋です。
　不織布に小さな針穴加工を施すことで、水はけの良さとゴミの捕集率を両立させ、さらに銀系抗菌加
工により繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果が得られます。
　製品を使用することで、各家庭からの生活排水がキレイになり、河川の水質汚染防止に役立つなど、
環境負荷の低減につながります。

ノベルティ用別注

製造工程

使用済みＰＥＴボトルの再生原料を
５４％使用して作った水切りゴミ袋

事業所名：福助工業株式会社
所 在 地：四国中央市村松町190番地
製 造 所：福助工業㈱津根工場（フクロン㈱）
　　　　　四国中央市土居町津根3570-1
Ｔ Ｅ Ｌ：0896-24-1111
Ｆ Ａ Ｘ：0896-23-8745
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.fukusuke-kogyo.co.jp/

•三角コーナー用　　20枚入、30枚入、60枚入
•排水口用　　　　　30枚入、60枚入

ノベルティ用として小口別注承ります。

詳細は左記までお問い合わせ下さい。

製品原料 原反シートの作成 有穴加工・製袋 製品



株式会社hanafu

優良循環型事業所
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事業所概要 MAP

事業所名：株式会社hanafu
所 在 地：松山市桑原一丁目3-28
TEL＆FAX：089-909-7782
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.hanafu.com/

11 334

●
素鵞小学校

●
拓南中学校

●
●
●

桑原小学校石手
川

石手
川

●

愛媛銀行
桑原支店

くすりのレディー
束本店

サニーマート
束本店

素鵞小学校

株式会社hanafu

循環型の
取り組み

布ナプキン（女性用生理用品）の製造・販売により、
使い捨てによるごみの削減を図る事業所

女性を対象にしたセミナーの実施

家事や育児優先の在宅勤務の導入

発生したハギレは
別の商品に活用

　株式会社hanafuでは、洗濯することで繰り返し使える布製のナプキンの使用を推進すること
で、使い捨て紙ナプキンによるごみの削減を図っています。
　素材にはオーガニックコットンを使用しているため、肌にやさしく、また、洗濯時に汚れが落
ちやすくなり、合成洗剤の使用を抑えることで環境負荷の低減につながります。

取 組 概 要 女性のトータルサポート

自然との共存に挑戦

商品（布ナプキン）

自然と人の
共存

洗剤を使わない
お洗濯

ごみを減らす

オーガニック
コットン

繰り返して
使う

女性特有の
トラブルに有用



四国ケージ株式会社

優良循環型事業所
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事業所概要 MAP

事業所名：四国ケージ株式会社
所 在 地：本社/四国中央市土居町野田1548
Ｔ Ｅ Ｌ：0896-74-2856
Ｆ Ａ Ｘ：0896-74-2950
Ｕ Ｒ Ｌ：http://shikoku-cage.jp/index.html/

●
●長津小学校

ほっともっと
土居インター店

●

●

豊岡小学校

赤星 13

土居IC

讃岐街
道

11

すいは観光
カクケイ
物流センター

● すいは観光
カクケイ
物流センター

ほっともっと
土居インター店

四国ケージ株式会社

松山
自動
車道

循環型の
取り組み

土壌循環可能な捕虫器などの開発・製造・販売により
資源循環を推進する事業所

　四国ケージ株式会社は、鶏舎で異常発生するワクモ（ニワトリの血を吸い生息するダニ）を駆
除するため、ポジティブリスト制度（※）に対応したワクモ対策商品の開発を行い、天然由来の殺
虫（制虫）成分と生分解可能な素材で構成され、使用後は堆肥として土壌還元可能な捕虫器など
の製造・販売を通じて資源の循環に貢献している事業所です。
　また、殺虫剤の使用削減による環境への負荷を低減させることができるなど、環境にも配慮し
た企業活動を行っています。

※ポジティブリスト制度：一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売を原則禁止する制度

取 組 概 要

商品（ワクモス）

①「ワクモス」が低温で発熱するこ
とでワクモが集まる

②集まったワクモから出る集合フェ
ロモンにより、さらに多くのワ
クモが集まる

③「ワクモス」に含まれるホウ酸塩
により、ワクモの代謝を奪い活
動を抑制する

④使用後は鶏糞と混ぜ堆肥処理で
きる

安全な卵・肉
健康な鶏

消費者

良質な作物
安心な作物

ワクモス
そのまま鶏糞と一緒に処理

ワクモスに含まれる成分の
鉄化合物により堆肥製造時
および製品の臭いが軽減

従来の堆肥において不足とされている

殺虫剤残留の心配がない安全な堆肥

鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の

そのまま鶏糞と一緒に処理

ワクモスに含まれる成分の
鉄化合物により堆肥製造時
および製品の臭いが軽減

従来の堆肥において不足とされている

殺虫剤残留の心配がない安全な堆肥

安全な卵・肉
健康な鶏

消費者

良質な作物良質な作物
安心な作物

ワクモス
そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理

ワクモスに含まれる成分のワクモスに含まれる成分のワクモスに含まれる成分の
鉄化合物により堆肥製造時鉄化合物により堆肥製造時鉄化合物により堆肥製造時
および製品のおよび製品の

従来の堆肥において不足とされている従来の堆肥において不足とされている

鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の鶏舎内における生態系の

そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理そのまま鶏糞と一緒に処理
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付加価値の
ある堆肥　
安全な堆肥

有機農産物に使用可能な堆肥

農産物のＧＡＰ認証

混合堆肥複合肥料



優良エコショップ

店舗概要

まなべ商店

◎ まなべ商店
所 在 地：四国中央市豊岡町長田168-1
TEL＆FAX：0896-77-4422
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.facebook.com/Manabeya

MAP

店舗の
取り組み

廃棄物の発生抑制、食品の量り売りや
地産地消に取り組む店舗

取 組 概 要

地元の農産物や、四国内の加工食品を販売し、
地産地消に積極的に取り組んでいます。

マイバッグ・マイ容器の利用の呼びかけに加え、新聞や
チラシで作ったエコバックや、持ち帰り用容器を用意し、
次回来店時に持参してもらうなどの工夫も行っています。

食品の量り売り

マイバッグ、マイ容器の推進

　まなべ商店では、無農薬や低農薬の地元農産物の取り扱いを推進するほか、マイバッグ・マイ
容器の推進、量り売りや仕入れ量の調整による食品ロスの削減などを積極的に行い、廃棄物の３
Ｒに取り組んでいます。

店舗内の様子

野菜、柑橘、ごまなどの「量り売り」による適量購
入で、食品ロスなど廃棄物の発生が抑制されます。

地元農産物の取り扱い推進

6

●
しまむら

讃岐街
道 ●

●

●

豊岡郵便局
予讃線

豊岡保育園

豊岡小学校

土居IC

13
13

まなべ商店

11

松山自動
車道

●

ほっともっと
土居インター店



認定リサイクル製品カタログ
（平成13～27年度認定）
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製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

ウッドグッド
愛媛県森林組合連合会
間伐材を原料にした木製化粧型枠

089-963-1118

エコひも君
株式会社モリオト
古紙とともに完全リサイクルできる
再生紙100％の紙ひも
0896-24-2881

エム・アイ・ケイボード
エム・アイ・ケイボード株式会社
特殊紙と廃プラスチックを原料と
するリサイクルボード
0896-58-3373

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

八坂リサイクル石鹸
八坂石鹸
廃食用油を原料にした人や自然に
やさしい石鹸
0895-22-0766

D・OiL
株式会社ダイキアクシス
廃食用油をリサイクルした
バイオ・ディーゼル燃料
089-927-1140

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

KPE段ボール
カミ商事株式会社
羽毛粉末をコーティングした
超撥水・保冷用段ボール
0896-23-5400

平成13年度 平成13年度 平成13年度

平成14年度 平成14年度 平成14年度

平成14年度 平成15年度

平成16年度平成16年度

エクセル
株式会社愛亀
高炉スラグを有効利用した、
全天候型の舗装補修材
089-984-2701

ヨロイカブト
四国加工株式会社
間伐材をV型カットして連結した
内・外装用建材
0897-44-7337

平成15年度

エコソーク
エコマテリアル株式会社
高炉スラグや廃瓦などを原料とした
透水性・保水性舗装材
0896-74-2698

NEXTONE-α
株式会社エコシティ
廃ガラスびんと貝殻類を粉砕・
混合し、焼成した発泡骨材
0897-45-1757

和樽
株式会社TAMU
すべて紙素材でつくられた
樽型容器
089-961-1514

平成14年度

愛がある愛媛ペレット
有限会社内藤鋼業
間伐材や未利用材をペレット化した
バイオマス燃料
0893-44-3063

平成19年度
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えひめの循環型社会づくり

※県ホームページ「えひめの循環型社会づくり」に
　各リサイクル製品の詳細を掲載しています。

エコ久万ソイル
株式会社高原クリーン
木くずや下水汚泥等を堆肥化した
法面緑化基盤材
0892-21-2181

ピタリット
株式会社カスタムテック
書類を簡単に固定でき、また、分別の必要が
ない牛乳パック再生古紙100％の綴じひも
089-990-1919

エコサンドα
株式会社エコシティ
廃ガラス（無色・茶色以外の色）を
原料にしたリサイクルガラス砂
0897-45-1757（垣生プラント）

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

平成19年度 平成19年度 平成19年度

平成20年度平成20年度

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

平成21年度 平成21年度 平成22年度

水稲布マルチシート
丸三産業株式会社
綿製品製造過程で発生する落ち綿を
有効利用した生分解性農業用資材
0893-25-5131

竹宝（ちくほう）
長崎工業株式会社
放置竹林の竹を有効活用した竹100％
の有機堆肥（乳酸菌発酵）
0898-55-4000

愛姫杉（いとひめすぎ）　愛姫桧（いとひめひのき）
有限会社デザール
愛媛県産の杉、桧の端材を利用して作成
した筆記具（ボールペン・シャープペン）
089-933-0271

アッシュストーン
株式会社予州興業
製紙スラッジ焼却灰と
石炭灰を造粒固化した土木資材
0896-58-4002

平成21年度

大地の恵
株式会社リサイクル加藤
県内の竹や剪定枝を原材料にした、
天然素材100％の安心安全な有機堆肥
0898-35-0749

サバイバルウッド
愛媛県森林組合連合会
間伐材を有効利用した木製残存型枠

089-963-1118

愛姫杉

愛姫桧

シェルナース基質
愛媛県漁業協同組合連合会
アコヤ貝やカキの貝殻を
有効利用した餌料培養基質
089-933-5116

平成23年度

環境に優しい書道半紙
十川製紙株式会社
牛乳パックリサイクルパルプや故紙
を使用した書道用半紙
0896-25-1731

パールパウダー
有限会社土居真珠
真珠採取後の
アコヤ貝殻真珠層のパウダー
0895-29-0011

平成23年度平成22年度



認定リサイクル製品カタログ
（平成13～27年度認定）

9

えひめの循環型社会づくり

※県ホームページ「えひめの循環型社会づくり」に
　各リサイクル製品の詳細を掲載しています。

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

平成24年度 平成24年度

アシェラウッド
四国積水工業株式会社
石炭灰と、容器包装リサイクル樹脂を
主原料とするリサイクル新素材（人工木材）
0897-57-9149

スーパーミックス
常盤砕石株式会社
石炭灰とセメント、
消石灰を造粒固化した地盤改良材
0898-72-2529

 Eアンダー
 ABC開発株式会社
石炭灰とセメント、消石灰を造粒固化し、
 砕石と混合した路盤材
 089-993-7825

平成24年度

ポーラスサンド
四国電力株式会社西条発電所 
石炭灰を再生利用(破砕・粒度調整)
した土壌・排水改良材
0897-56-0260

平成24年度

クーリングペイブⅡ
環境資材株式会社
活性アルミナを原料とした
保水性舗装材
0897-55-1520

 えひめの木になる紙
えひめの木になる紙推進グループ(事務局：愛媛県森林組合連合会)

愛媛県産の間伐材を使用した
 再生コピー用紙
 089-941-0164

平成25年度平成25年度

Ｒテコラ
有限会社トヨシマ瓦店
自社工事で発生した廃瓦を
原料にした景観材
0898-64-2833

平成26年度

ダンボールコンポスト（MazeMaze）
山本牧場
宇和島市内のリサイクル品から
作ったダンボールコンポスト基材
0895-32-3548

平成26年度 平成26年度

ロブラングソープJBR
昭和刷子株式会社
果汁を絞った後の「じゃばら」の
果皮を利用した石鹸
0893-43-1123

製 品 名
製造企業

概　　要

電　　話

製　　品

高品質フライアッシュ（CfFA）
株式会社ゼロテクノ四国
石炭灰の未燃焼カーボンを1％以下
にしたコンクリート用混和材
0898-64-4223

エコロアクア
日本興業株式会社西日本支店四国営業所松山セールスオフィス
県内で発生した銅スラグを骨材と
して使用した透水性舗装材
089-958-8040

媛マルライン
株式会社四国ライト
愛媛県の特産品・砥部焼をリサイク
ル活用したカラー路面標示材
0898-31-8851

平成27年度 平成27年度 平成27年度

CfFA施工

従来施工
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取り組み概要 取り組み概要
用水や薬品をあまり使
わない、環境に優しい
古紙再生商品を生産す
る事業所。また、県内7
製紙事業者と「愛媛パ
ルプ協同組合」を設立
し、牛乳パックを100％
利用した製品の開発、
オフィス古紙のリサイ
クルシステムにいち早
く取り組むなど、紙のリ
サイクルに貢献。

IKEUCHI ORGANIC 株式会社
今治市延喜甲762
TEL：0898-31-2255
FAX：0898-31-2274

泉製紙株式会社
四国中央市川之江町1523
TEL：0896-58-2427
FAX：0896-58-6589

平成13年度

平成14年度

平成14年度

平成14年度

取り組み概要

ツバメ工業株式会社
四国中央市川之江町2415
（本社事務所）香川県観音寺市大野原町丸井817-7
TEL：0875-27-8441
FAX：0875-27-9241

古紙の封筒生産技術
を開発。完全リサイク
ルが可能な新しい窓
付封筒を研究開発。ま
た、封筒業界で、初め
て I S O 9 0 0 1 と
ISO14001をダブル
取得。

取り組み概要
一般家庭と産業廃棄
物より排出されるガラ
スびんの再資源化を
実施。ＩＳＯ１４００１の
認証取得や、地域の環
境教育に取り組むな
ど、循環型社会づくり
に貢献。 株式会社エコシティ

（垣生プラント）
新居浜市垣生3丁目乙306-5
TEL：0897-45-1757
FAX：0897-45-4163

取り組み概要
県内業界で初めてISO14001
を認証取得し、廃棄物の収集
運搬から再資源化まで最先端
の技術で金属リサイクルを行
い、ゼロエミッション型社会の
実現と、地球環境保全に貢献
すべく事業活動、環境活動を
展開。県内では唯一、自動車リ
サイクルの引取りから資源化
までの一貫体制を実施。また、
小型家電電子機器のリサイク
ルを手がける。

金城産業株式会社
松山市北吉田町349-1
TEL：089-972-3303
FAX：089-972-3310

溶融スラグやフライ
アッシュ（石炭灰）をア
スファルト骨材に活
用。アスファルト舗装
廃材の統合的なリサ
イクルシステムを構築
するほか、生ごみから
の肥料づくり・土づく
りに取り組み、脱農薬
による環境型の農業
も推進。

取り組み概要

株式会社愛亀
松山市南江戸2丁目660-1
TEL：089-921-3030
FAX：089-913-7432

取り組み概要
町内の家庭から回収
した廃ガラスを利用し
た工芸品づくりで、ま
ちづくりに貢献。吹き
ガラスの長期講座や1
日体験のほか、子供た
ちが持ち寄ったガラス
びんをオリジナル作
品に加工する体験な
ど、学校のリサイクル
授業にも積極的に協
力。

森の国ガラス工房「風音」
北宇和郡松野町大字延野々1510-1
TEL：0895-20-5006
FAX：0895-20-5012

取り組み概要
特産の和紙を使って石
油化学繊維に代わる
様々な紙製品を開発。
洗濯でき、機械で編ん
だり織ったりできる紙
糸の特許を取得し、そ
の紙糸「ペーパーヤー
ン」で日用品や寝装品
を開発・販売。リサイク
ルや生分解が可能で
環境にやさしいのが特
徴。

株式会社和紙のイシカワ
四国中央市金生町下分1583
TEL：0896-58-2424
FAX：0896-58-1256

平成15年度

取り組み概要

株式会社ブリッジカンパニー
喜多郡内子町城廻991-1
TEL：0893-44-5775
FAX：0893-44-5885

事業活動に伴う廃棄
物の再資源化。産業廃
棄物の収集運搬・中間
処理・最終処分、生コ
ン製造、建築資材の販
売等を行い、近年、建
設・土木業界を中心と
した廃棄物の再資源
化に取り組み、平成
13年3月にはＩＳＯ
14001を取得。

取り組み概要

松山容器株式会社
松山市南吉田町2145-1
TEL：089-971-5403
FAX：089-973-1517

廃棄物の再資源化に
積極的に取り組んで
いる事業所。ビン・缶
類・ペットボトル･その
他プラスチック類をリ
サイクル可能な状態
に選別･圧縮梱包。そ
の他にも電池・蛍光灯･
発泡スチロールなどを
再資源化。また、平成
15年3月にはＩＳＯ
14001を取得。

取り組み概要

佐川印刷株式会社
松山市問屋町6-21
TEL：089-925-7471
FAX：089-925-7464

綿(オーガニックコッ
トン)を原料に使用す
るなど環境に配慮した
タオル製品づくり。平
成11年3月には、タオ
ル業界で全国で初めて
ISO14001を取得。
グリーン電力証書シス
テムにより風力発電の
電力を使用。

取り組み概要
ユズなどの柑橘類を加
工した後の残渣を推肥
化し、生産農家に還元
することにより資源の
地域内循環を実現。そ
のまま川に流しても大
丈夫な排水設備を整
備するなど環境にも配
慮。

株式会社いのすや
北宇和郡鬼北町大字出目18
TEL：0895-45-3777
FAX：0895-45-3778

取り組み概要
古民家の廃材等資材
（古材、古瓦など）のリ
ユースに取り組んでい
る事業所。専門的技術
の確保をするために
「古民家鑑定士」「古材
鑑定士」等の資格制度
を創造し、人材を養成。株式会社アステティックスジャパン

松山市大可賀2丁目1-28
愛媛国際貿易センターE201
TEL：089-967-7765
FAX：089-967-7787

ISO14001、GP（グリーンプリ
ンティング）、クリオネマークを認
証取得し、印刷工程の見える化、
環境負荷の低減と環境保全に積
極的に取組む事業所。印刷工程
の環境負荷低減を図るために、
CTPを導入、また、環境保全活動
の一環として、毎月清掃活動を
行っているほか、営業車の低公
害車への切替え、グリーン購入
の推進、緑のカーテンの実施や、
照明のLED化などの省エネル
ギーに積極的に取組んでいる。
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平成19年度

平成16年度

平成18年度平成17年度

取り組み概要

南海測量設計株式会社
松山市中村3丁目1-7
TEL：089-931-1212
FAX：089-931-7900

総合建設コンサルタントとして
社会的責任を果たすべく、持
続可能な社会の実現に向け事
業所から排出されるゴミを有
用な資源と位置づけ、平成１３
年度よりゴミ分別と重量により
分析・解析して毎年改善策を
立て、ゴミ総量の削減とリサイ
クル率の向上を図っている。ま
た、松山市プチ美化運動や愛
媛県のクリーン愛媛運動に全
社一丸となって参加している。

取り組み概要

帝人株式会社 
松山事業所
松山市北吉田町77
TEL：089-971-1000
FAX：089-971-6446

ポリエステル製品を石油から製造するも
のと全く同じ品質の高純度ポリエステル
原料（DMT/テレフタル酸ジメチル）に戻
す技術を世界で初めて開発。この技術を
核とした循環型リサイクルシステム「エコ
サークル　」をアパレルメーカーなど約
160社と共同で、商品開発、回収、リサイ
クルまで推進。「エコサークル 」でリサイ
クルすると、石油からポリエステル原料
を製造した場合と比べて、使用エネル
ギー量、CO2排出量も大幅に削減でき、
地球環境への負荷低減に貢献。

取り組み概要

新興工機株式会社
伊予郡松前町
北川原1227-1
TEL：089-985-2360
FAX：089-985-2271

地球温暖化問題で見直されて
いる「バイオマス資源」を有効
利用できるバイオマスペレット
製造機の製造・販売と「バイオ
マス資源」の活用方法を研究。
木材を原料とするペレットの燃
料（エネルギー）としての利用
ばかりでなく、食品加工残渣や
放置竹林、稲わら等農業系廃
棄物など様々なバイオマス資
源のペレット化による活用方
法の研究と提案を実施。

R

R

取り組み概要 取り組み概要

有限会社オートパーツ新居浜
新居浜市多喜浜6-11-53
TEL：0897-67-1577
FAX：0897-67-1507 

久保興業株式会社
喜多郡内子町五十崎甲918
TEL：0893-44-3125
FAX：0893-43-1456

自社内の廃棄物削減
や清掃ボランティアの
実施、建設業からの新
規参入として農産事業
部を新設、木質バイオ
マスペレットボイラー
を導入するなど環境に
配慮したしいたけ菌床
栽培にも取り組む。
ISO14001取得。

平成21年度

取り組み概要

取り組み概要 取り組み概要

有限会社内藤鋼業
喜多郡内子町五十崎甲2126-1
TEL：0893-44-3063
FAX：0893-44-3245

県内産の杉、ヒノキか
ら作られた木質バイオ
マスペレットの製造、販
売や、ペレットストー
ブ、ボイラーの販売。
自治体や学校などと連
携し、環境教育活動に
も意欲的に参画。

福助工業株式会社
（本社）四国中央市村松町190
TEL：0896-24-1111
FAX：0896-23-8745

小売店で消費者から
回収した使用済みレジ
袋を原料にリサイクル
レジ袋を製造し、小売
店で再利用する「レジ
袋toレジ袋」リサイク
ルシステムの構築を
推進。

※写真は関川工場（再
生レジ袋製造工場）

株式会社ふく紗
松山市空港通3－8－20
TEL：089-971-3000
FAX：089-971-9977

古着物など衣類のリサ
イクル、古着の有効利
用を通じて廃棄物の発
生抑制、再利用を推進。
リサイクル着物の販売
や古着物をドレスや小
物等へリフォームを行
う。

取り組み概要

富士ゼロックス四国株式会社松山支店
松山市三番町7‐1-21
ジブラルタ生命松山ビル9F
TEL：089-921-7811
FAX：089-921-7812

平成21年度

取り組み概要 取り組み概要

酒井興産株式会社
新居浜市阿島１丁目6-35
TEL：0897-46-1222
FAX：0897-46-1223

ＩＳＯ14001を取得し、廃棄物
の再資源化に積極的に取り組
む事業所。収集された廃棄物
（紙類（機密文書）、金属類、廃
プラスチック類等）を選別ヤー
ド内で種類別にリサイクル可能
な状態に選別し、圧縮・切断・破
砕・梱包し、再生資源として循
環。特に廃電線は、自社開発の
「廃多芯電線の解体方法及び
装置」が特許を取得し、廃電線
の100％リサイクルに成功。

株式会社ヤツヅカ
伊予郡松前町
大字徳丸233-4
TEL：089-985-0111
FAX：089-960-3020

使用済み自動車適正処理と
リサイクル部品の生産・販売
を通じて、自動車リサイクル
を推進。使用済み自動車か
ら使用可能な40点の部品
を回収。品質チェック、在庫
管理をデータベース化し、リ
サイクルパーツをショップや
インターネットで販売。ISO
14001も認証取得し、「月間
9万㎏のCO2（杉の木640
0本相当）を削減している。

使用済み自動車に含まれ
るマテリアルを無駄なく回
収する全部利用や、全国組
織で規格化されたリサイ
クル部品の生産・販売、部
品発送時には、再利用可能
なリターナブル梱包材を
利用など、環境と安全に配
慮した事業活動を実施。
社内もネットワークを活用
し、ペーパーレス化を推進。
ISO9001、14001、
27001取得。

事業所内のゴミ２０分別
によるゼロエミッション
の推進、ＴＶ会議・モバイ
ルパソコン導入等の働
き方変革によるＣＯ２排
出量の削減。オフィスの
グリーン化プログラムや
環境マネジメントシステ
ム「エコステージ」の普
及など、他社のエコ活動
もサポート。ＩＳＯ１４００
１取得。
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平成22年度

平成23年度

平成23年度

平成22年度

平成23年度

取り組み概要

北宇和興産株式会社
北宇和郡鬼北町近永５９２番地
TEL：0895-45-3337
FAX：0895-45-2520

産業廃棄物の処理業や
解体業等を通じて、3R
活動に積極的に取り組
む事業所。建設廃材をリ
サイクルした再生砕石
等土木資材の製造や、
地域で発生する廃食用
油の回収、廃発泡スチ
ロールの中間処理（溶
融）のほか、平成21年よ
り自動車用バッテリーの
再生事業も開始。

取り組み概要

株式会社グリーンヒル
西予市野村町阿下６号３８０番地
TEL：0894-72-0555
FAX：0894-72-0250

ケールジュース（青汁）
製造時に、多量に発生
するケール搾りかすの
飼料化技術を愛媛県
畜産研究センターと協
力し国内で初めて導
入。生産された飼料は
地域の酪農家で利用
されており、資源の地
域内循環を実現。

取り組み概要

取り組み概要

中央建設株式会社
大洲市柚木４９１番地1
TEL：0893-24-3556
FAX：0893-24-5613

土木・建築構造物の施
工及び産業廃棄物処
理業、運送業を主な事
業としており、環境国
際規格ISO14001の
認証取得等、環境と調
和した事業活動を展
開。建設現場から排出
される廃棄物の適正
処理やリサイクルの推
進に取り組む。

西染工株式会社
今治市南大門町4丁目５－１
TEL：0898-22-2588
FAX：0898-23-2198

タオル等繊維製品の染色加
工業者。社内に省エネ委員会
を立ち上げ、社員の環境意
識を高めながら、一丸となっ
て省エネ活動を実践。国内ク
レジット制度の活用によるエ
ネルギー削減やCO₂排出量
の大幅な削減、タオルを出荷
する際に使用した袋の再利
用や環境負荷の少ない加工
技術の導入等、環境への配
慮と企業成長の両立を図る。

取り組み概要

松浦農場
越智郡上島町岩城５２０１
TEL：0897-75-3076
FAX：0897-75-3076

資源循環型農場を目指
し、地元岩城島の特産品
「レモン」の搾りかすなど
食品残さをエコフィードと
して活用し、銘柄豚「レモ
ンポーク」を生産。
また、豚の排泄した豚フン
は、農場内の施設で堆肥
となり、農家等へ提供する
ことにより、島内のレモン
畑やみかん畑に還元され
る循環型農業にも貢献。

取り組み概要 取り組み概要

株式会社愛媛銀行
松山市勝山町2-1　
TEL：089-933-1111
FAX：089-933-1285

えひめ林業担い手
建設事業協同組合
西条市国安1272-3
TEL：0898-66-3628
FAX：0898-66-0300

建設業者4社が連携
し、森林の整備管理や
林地残材の再資源化
に取り組んでおり、組
合員企業の行う河川・
道路整備事業や、森林
整備で発生する林地
残材といった未利用
の木質バイオマス資
源をチップ化や堆肥化
することで再資源化を
推進。

取り組み概要
販促物廃棄量の計画
的削減、ペーパーレス
化の推進といった廃棄
物の削減や省エネに
取り組んでいるほか、
社会と共に進める環境
活動として、小売店や
行政協働で環境イベ
ントを開催し、環境負
荷低減につながる情
報発信と普及啓発を
実施。

花王カスタマーマーケティング株式会社
中四国支社 松山オフィス
松山市味酒町1-3四国ガス第3ビル6階
TEL：089-941-3327
FAX：089-941-3311

取り組み概要 取り組み概要

風早有機の里づくり推進協議会
松山市萩原乙24-3
(株式会社ロイヤルアイゼン・総合資源リサイクルセンター内)
TEL：089-995-0181
FAX：089-995-5118

農家・小売店・廃棄物
処分業者の3者連携に
より、小売店で発生す
る食品ごみを堆肥に
し、その堆肥を使用し
て農家で野菜をつく
り、小売店で販売する
食品リサイクルループ
を実現。

有限会社熊野養鶏
四国中央市妻鳥町2243-1
TEL：0896-56-5125
FAX：0896-56-5505

近隣の食品製造業者で
廃棄処分されてきた、
おからや、パン屑、米
ぬかなどの食品残渣
を発酵処理し、飼料と
して活用することでエ
コフィード利用を推進
し、自社ブランド卵を
生産。

取り組み概要

ダイオーエンジニアリング
株式会社
四国中央市寒川町4765-2
TEL：0896-25-3111
FAX：0896-25-3120

ミックスプラスチック
選別装置の開発など、
リサイクル・バイオマ
ス利活用、大気浄化、
水質浄化、省エネル
ギーなどの環境負荷
を低減する装置・設備
の技術開発に取り組
む。

取り組み概要

水口酒造株式会社
松山市道後喜多町3-23
TEL：089-924-6616
FAX：089-924-3707

ビールの醸造工程に
おいて発生する麦芽
粕を、地元畜産農家に
提供し、飼料として活
用することで、エコ
フィードの利用促進と
地域内循環を実現。

愛媛銀行ecHoの森で
の森林整備や使用済
み天ぷら油の回収等
の環境保全につなが
る活動を積極的に展
開するなど、継続的
な環境保全に取り組
む。
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えひめの循環型社会づくり

※県ホームページ「えひめの循環型社会づくり」に
　各優良循環型事業所の詳細を掲載しています。

平成24年度

平成26年度

取り組み概要

藤岡建設株式会社
西条市周布1758-3
TEL：0898-68-7239
FAX：0898-68-7454

取り組み概要

花王サニタリープロダクツ愛媛
株式会社
西条市ひうち6-3
TEL：0897-55-1888
FAX：0897-53-3345

取り組み概要 取り組み概要

イトマン株式会社
四国中央市金生町下分681番地
TEL：0896-58-1010
FAX：0896-58-1014

古紙を主原料とした純
再生紙による家庭紙の
製造・販売を通じて、古
紙リサイクルシステム
の普及を促進するとと
もに、環境マネジメント
システムを確立し、継
続的な改善に取り組
む。

株式会社伊予銀行
松山市南堀端町1番地
TEL：089-941-1141

CSR活動の一環として、
独自の環境マネジメン
トシステムを導入し、廃
棄物の削減やリサイク
ルの推進に努めるほか、
森林保護活動など自然
環境保全にも積極的に
取り組む。

取り組み概要

株式会社エコアシスト
今治市桜井三丁目9番5号
TEL：0898-35-2377
FAX：0898-35-2378

廃棄パソコンやOA機
器等を、手作業による
徹底した解体・分別を
することで、再資源化
を推進し、資源の有効
活用と環境負荷低減
に取り組む。

取り組み概要

新居浜市レジ袋削減推進協議会
レジ袋無料配布中止実施店舗
（事務局）新居浜市一宮町1-5-1
TEL：0897-65-1252
FAX：0897-65-1255

新居浜市レジ袋削減
推進協議会でレジ袋
無料配布中止に取り
組んでいる事業者（9
事業者、23店舗）と、
市民団体、行政が協働
してレジ袋削減及びマ
イバッグ持参促進に取
り組む。

平成24年度

平成25年度

平成27年度

取り組み概要

株式会社Kasaikan
宇和島市和霊元町4-2-12
TEL：0895-22-0112
FAX：0895-22-0112

プレカット配管用ＣＡＤ
（KasaikanCAD）シス
テムを導入し、端材の
排出抑制に取り組む。

取り組み概要

株式会社工房織座
今治市玉川町鬼原甲55
TEL：0898-55-2564
FAX：0898-55-2584

低速織機「着尺一列
機」を利用し、捨糸をほ
とんど出さないととも
に、残糸も再利用して、
ストール、ブローチを
生産し、廃棄物の発生
抑制に取り組む。

工事現場で発生する建
設系産業廃棄物をそ
の場で分別・粉砕・
ふるい分けなど適正な
処理を施すことで、現
場で再利用する「捨て
ない土木」で資源の活
用を推進するなど、廃
棄物の削減・再資源
化に取り組む。

ベビー用紙おむつ、
生理用ナプキン、掃
除用紙製品を製造
するにあたり、原材
料調達、生産、物流
で発生する廃棄物
の削減、再資源化に
取組み、ゼロエミッ
ションを達成。

取り組み概要
県内の市町やスーパー
等の店頭で回収され
た古着を選別し、中古
衣料へ再利用、ウエス
へ再資源化、残さはバ
イオマスボイラー燃料
に活用するなど、廃棄
物の削減・再資源化に
取り組む。

株式会社カネシロフックル
松山市南吉田町319-1
TEL：089-973-2480
FAX：089-973-9700

取り組み概要

ハートフルプラザ松山運営委員会
松山市湊町5-1-1
（いよてつ高島屋南館2階）
TEL：089-941-1870

松山福祉圏域17の障
がい者施設で構成さ
れた組織で、ホームセ
ンター等で古着や廃
油を回収し、リサイク
ル企業に持ち込むこと
で、廃棄物の削減・再
資源化に取り組む。

取り組み概要
経験とノウハウと最新のテ
クノロジーを活かした分類
加工の徹底により、高品質
で安全安心な金属リサイ
クルを推進。

株式会社東予資源
西条市今在家814-1
TEL：0898-76-7600
FAX：0898-64-6400



優良エコショップ一覧（平成13～27年度認定）

平成13年度

平成17年度

平成15年度 平成16年度

平成14年度

取り組み概要 取り組み概要

取り組み概要

取り組み概要 取り組み概要

取り組み概要 取り組み概要

店頭での容器回収、容器包装の削減、買い物袋持参運動の推進、ISO14001認証取得
店頭での容器回収、容器包装の削減、買
い物袋持参運動の推進、包装の簡素化、
生ごみ全量リサイクル

店頭での容器回収、環境
配慮商品の普及、買い物
袋持参運動の推進、地産
地消の取り組み

店頭での容器回収、容器包装の削減、買い物袋持
参運動の推進、包装の簡素化

店頭での容器回収、容器包装の削減、買い物袋持
参運動の推進、優良リサイクル製品の販売

取り組み概要
地産地消の取り組み、廃棄物削減、地域内資源循環
の取り組み

店頭での容器回収、買い物袋持参運動
の推進等

店頭での容器回収、容器包装の削減、
買い物袋持参運動の推進、包装の簡素
化、生ごみ全量リサイクル

生活協同組合コープえひめ
コープ久米
松山市鷹子町70
TEL：0120-874-744
FAX：089-975-0610

生活協同組合コープえひめ
コープ神郷
新居浜市松神子1-1-33
TEL：0120-609-477
FAX：0897-46-0231

生活協同組合コープえひめ
コープ束本
松山市束本1-5-5
TEL：0120-574-744
FAX：089-947-4321

生活協同組合コープえひめ
コープひさえだ
松山市安城寺町592-1
TEL：0120-854-744
FAX：089-996-8282

生活協同組合コープえひめ
コープ山根
新居浜市西連寺町2-6-30
TEL：0120-675-477
FAX：0897-43-3688

生活協同組合コープえひめ
コープ今治
今治市馬越町4-9-5
TEL：0120-605-477
FAX：0898-25-7666

生活協同組合コープえひめ
コープ宇高
新居浜市宇高町3-12-35
TEL：0120-625-477
FAX：0897-33-5896

生活協同組合コープえひめ
コープ金子
新居浜市一宮町2-6-57
TEL：0120-608-477
FAX：0897-33-8502

生活協同組合コープえひめ
コープ喜田村
今治市喜田村3-1-33
TEL：0120-804-744
FAX：0898-48-5205

生活協同組合コープえひめ
コープ土居
四国中央市土居町入野668-1
TEL：0120-696-477
FAX：0896-74-2265

生活協同組合コープえひめ
コープ中萩
新居浜市中萩町1-37
TEL：0120-615-477
FAX：0897-44-4376

生活協同組合コープえひめ
コープ余戸
松山市余戸中4-10-17
TEL：0120-464-744
FAX：089-974-2390

イオン川之江店
四国中央市妻鳥町上桶ノ上1795-1
TEL：0896-59-1600
FAX：0896-59-1601

イオン新居浜店
新居浜市前田町8-8
TEL：0897-31-0600
FAX：0897-31-0685

イオン松山店
松山市天山1丁目13-5
TEL：089-946-9300
FAX：089-946-9311

フジグラン重信
東温市野田3丁目1-13
TEL：089-964-4111
FAX：089-964-4116

サニーTSUBAKI古川店
松山市古川西2丁目8-30
TEL：089-956-2746
FAX：089-958-0026

フジグラン松山
松山市宮西1丁目2-1
TEL：089-922-8111
FAX：089-924-7081

SUNNY MART 松山久米店
松山市北久米698-1
TEL：089-970-6566
FAX：089-970-5572

セブンスター南江戸店
松山市南江戸3丁目1-55
TEL：089-927-1677
FAX：089-927-0177

内子フレッシュパークからり
喜多郡内子町内子2452
TEL：0893-43-1122
FAX：0893-44-5838

取り組み概要
店頭での容器回収、環境配慮商品の普及、買い
物袋持参運動の推進、地産地消の取り組み
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平成18年度 平成19年度 平成20年度

取り組み概要 取り組み概要
店頭での容器回収、容器包装の削
減、買い物袋持参運動の推進、環境
配慮商品の普及

店頭での容器回収、容器包装の削減、買い物
袋持参運動の推進、環境配慮商品の普及、地
産地消の取り組み、ISO14001認証取得

取り組み概要
養鶏業者直営の「たまご専門店」。食品残さ
の堆肥化や洗い箸の利用、鶏の飼料に米
ぬかやおからを使ったエコフィードを利用。

取り組み概要
地元農家と連携し、地産地消に取り組むレスト
ラン。野菜くずを利用した畑作りや廃食用油の
回収事業への協賛などエコ活動にも取り組む。

SUNNY MART  衣山店
松山市衣山１丁目171番地
TEL：089-911-5566
FAX：089-925-5311

イオン今治店
今治市馬越町４丁目８-１
TEL：0898-25-3131
FAX：0898-33-2128

熊福
四国中央市妻鳥町2160-1
TEL：0896-56-5125
FAX：0896-56-5505

ヌーヴェル・テロワール
今治市町谷甲197-3
TEL：0898-47-4500
FAX：0898-43-5708

平成21年度

取り組み概要
店舗のゴミを33分別して計量を行い発生量の
把握と削減に努め、リサイクル率の向上を図る。
エコステーションによる古紙と容器回収。

エミフルMASAKI
伊予郡松前町筒井850
TEL：089-984-2111
FAX：089-984-3300

取り組み概要
店頭での容器回収、環境配慮商品の普及、買
い物袋持参運動の推進、地産地消の取り組み、
省エネ機器導入による電力使用量の削減

生活協同組合コープえひめ コープ三津
松山市高山町６-２５
TEL：0120-965-520
FAX：089-911-6566

取り組み概要
地産地消の推進や、廃棄物の削減・
回収などに取り組む。

取り組み概要
店舗で排出した生ごみを堆肥化し、自家
農園で再利用。栽培した各種野菜を店舗
で提供するなど地産地消に取り組む。

SUNNY MART  森松店
松山市森松町276-4
TEL：089-969-0078
FAX：089-969-0079

浪漫酒屋　川串
松山市桑原7-1-26
TEL：089-935-7773
FAX：089-935-7773

平成25年度

優良エコショップ一覧（平成13～27年度認定）
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※県ホームページ
「えひめの循環型社会づくり」に
各優良エコショップの詳細を掲載しています。

えひめの循環型社会づくり

平成26年度

取り組み概要 取り組み概要
店頭での容器回収、容器包装の削減、買い物袋持参運動の推進のほか、出品者が
持ち寄る県内の農作物を中心とした地域商材を直売することで地産地消を推進。

古着のリサイクル及び有効利用を通じ
て、廃棄物の発生抑制、再利用に取り
組む。

地産市場エフ・マルシェ古川
松山市古川北1-26-12
TEL：089-906-0011
FAX：089-906-0012

瀬戸内海響市場エフ・マルシェ
松山市南吉田町1458
TEL：089-906-3011
FAX：089-906-3012

和ふく堂
松山市湊町3-8-22
TEL：089-943-5151

平成25年度

マルブン小松本店
西条市小松町新屋敷甲407-１
TEL：0898-72-2004

マルブンアースキッチン
松山市古川北1丁目26-12
TEL：089-905-7588

ピッツェリアマルブン南高井店
松山市南高井町1370-1
TEL：089-975-3838

ピッツェリアマルブン新居浜店
新居浜市坂井町2丁目2-44
TEL：0897-37-8383

ピッツェリアマルブン朝生田店
松山市朝生田町6丁目2-3
TEL：089-986-7883

取り組み概要
店地元生産者と連携し、地産地消の推進
に取り組む。

平成26年度

取り組み概要
店頭での古紙回収、容器包装の削減、買い物袋持参
運動などの3Ｒに取り組むほか、地産地消を推進。

※平成22～24・27年度の優良エコショップ認定はありません。

SUNNY MART  束本店
松山市束本町1-8-5
TEL：089-932-3248
FAX：089-932-3249
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Ｒe-えひめ（愛媛県資源循環優良事業者連絡協議会）

■開催日　平成28年9月24日（土）
■場   所　愛媛大学社会共創学部会議室

ワークショップ

Ｒe－えひめは、愛媛県資源循環優良モデルに認定された事業者で組織する協議会です。

•21世紀型の環境事業に取り組み、地域の雇用を維持し創出する活動を行う。
•企業として、さまざまな環境問題の理解を深め、問題解決型のリーダーを目指す。
•愛媛県や地域とともに歩み、自主的・自立的にリーダー的活動を行う。

■開催日　平成28年10月6日（木）、12月6日（火）
■場   所　四国中央市立金生第一小学校、松前町立北伊予小学校
　　　　　（県立図書館実施事業「ブックトーク＆エコ・トーク」への派遣）

エコ・トーク

中予コース
■開催日　平成28年8月4日（木）
■訪問先　エミフルMASAKI、えひめエコ・ハウス
　　　　　金城産業株式会社

東予コース
■開催日　平成28年8月9日（火）
■訪問先　花王サニタリープロダクツ愛媛株式会社
　　　　　住友共同電力株式会社壬生川火力発電所
　　　　　株式会社ゼロテクノ四国

３Ｒ企業エコツアー

目的等

•循環型社会の構築や環境ビジネスの振興・リサイクル製品の販路拡大などをテーマに研修会、講演会、見
　学会などを開催しています。
•愛媛県が開催する「愛媛の３Ｒ企業展」に共催団体として協力するなど行政機関と積極的に連携し、資源
　循環・グリーン調達などの環境政策に企業としての役割を自覚した活動をしています。
•平成28年度は、企業経営者や学生等を対象に環境学習リーダーを育成する「ワークショップ」の実施、
　ホームページ等を活用した３Ｒ情報の発信、小学校での「エコ・トーク」など環境学習活動への講師派遣、
　また愛媛県の委託を受けて、資源循環優良モデル認定企業を見学する「３Ｒ企業エコツアー」や、優良モ
　デルを紹介する巡回展「わがまちの３Ｒ企業展」を開催するなど、３Ｒの普及啓発に取り組みました。

活動

設　立：平成17年2月4日　事務局：松山市南江戸2丁目660-1（株式会社愛亀 内）TEL:089-921-3030
●Ｒｅ-えひめホームページ URL :  http://www.re-ehime.com/
●Ｒｅ-えひめ Twitter : http://twitter.com/Reehime3R
●Ｒｅ-えひめ Facebook : https://www.facebook.com/reehimeco

概要

ブックトーク＆エコ・トーク

3R企業エコツアーの開催
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愛媛の３Ｒ企業展

エコビジネスを支援しています

平成28年度
■開催日　平成28年10月15日（土）・16日（日）
■場　所　エミフルＭＡＳＡＫＩ(松前町)

■平成20年度　開催場所：松山市総合コミュニティセンター（松山市）
■平成21～27年度　開催場所：エミフルMASAKI（松前町）

＜出展ブース等の様子＞

　愛媛県では、環境ビジネスの育成・支援や企業間ネットワークの構築を図るため、優良リサイクル製品や
優良循環型事業所及び優良エコショップの取り組みを県民や県内企業等に普及啓発するエコビジネス支援事
業として、「愛媛の３Ｒ企業展」を開催するとともに、県内各地の環境関連イベントなどへ出展しています。

えひめエコビジネスフェア（平成17～19年度）　　
■平成19年度　開催日：平成19年5月23日(水)　場所：内子町民会館(内子町)
■平成18年度　開催日：平成18年11月9日(木)　場所：愛媛県紙産業研究センター(四国中央市)
■平成17年度　開催日：平成17年12月9日(金)　場所：アイテムえひめ(松山市)

開　展　式 環境クイズ



わがまちの3R企業展

エコビジネスを支援しています

　優良モデルを広く県民の皆さんにアピールするため、県内各地で優良リサイクル製品を展示すると
ともに、事業所・エコショップが実施する3R活動の取り組みなどを紹介しました。

•環境イベント「いっしょにeco体験フェア」（エミフルMASAKI）に展示
　（花王カスタマーマーケティング株式会社、株式会社フジ協働企画）
•「愛媛すごいもの博」（城山公園）に展示
•「八幡浜市リサイクルフェア2016」（八幡浜南環境センター）に展示
•「新居浜市地球高温化対策協議会総会」に展示
その他、えひめエコ・ハウスや愛媛県庁第一別館1階ロビーで、優良モデルの展示を実施。

メッセナゴヤへの出展支援
　優良モデルの販路拡大を図るため、日本最大級の異業種交流会「メッセナゴヤ2016」に出展する優良
モデル認定事業者の支援を行いました。
■開 催 日：平成28年10月26日（水）～29日（土）
■場　　所：ポートメッセナゴヤ
■展示規模：1,409社・団体
■来場者数：64,792人
■出 展 者：新興工機㈱
　　　　　　㈲内藤鋼業

愛媛県・松山東雲学園連携「マーケティング塾」（平成26、27年度開催）
　リサイクル製品の開発や販路拡大に向け、マーケティング理論を
専門とする松山東雲女子大学・松山東雲短期大学棟方学長（当時）ら
によるセミナーを開催しました。

いっしょにeco体験フェア 愛媛すごいもの博 新居浜市地球高温化対策協議会総会

18



環境展示会「エコプロ2016」への「愛媛県ブース」出展

　県が循環型社会づくりのモデルとして認定する「愛媛県資源循環優良モデル」認定製品等の普及啓発
及び販路拡大を図るため、認定企業4社と協働で「愛媛県ブース」を日本最大級の環境展示会「エコプロ
2016」に出展しました。
■開 催 日：平成28年12月8日（木）～10日（土）
■場　　所：東京国際展示場「東京ビッグサイト」（東京都江東区有明3-10-1）
■主　　催：（一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社
■展示規模：705社・団体
■来場者数：167,093人

■平成26年度　開催日：平成26年12月11日（木）～13日（土）　　来場者数：161,647人
■平成27年度　開催日：平成27年12月10日（木）～12日（土）　　来場者数：169,118人

エコプロ2016

ブースの様子 みきゃんミカンの配付

古材再活用の流れや古民家流通促進による
地域活性化について紹介（P10）

歴代コットンヌーボーの展示とタオルのケ
ア方法の紹介（P10）

出展企業・展示内容

●株式会社アステティックスジャパン（松山市） ●IKEUCHI ORGANIC株式会社（今治市）

19

「えひめの木になる紙」の展示と製品に付
与されているＪ-ＶＥＲの紹介（P9）

高品質フライアッシュ（ＣｆＦＡ）配合製品の
展示と施工実績の紹介（P9）

●えひめの木になる紙推進グループ（松山市） ●株式会社ゼロテクノ四国（西条市）



四国４県における認定リサイクル製品の相互推奨

「愛媛の３Ｒ企業展」での紹介 「第11回３Ｒ推進全国大会」での紹介
　平成28年10月15日（土）、16日（日）にエミフルＭＡＳＡＫＩ（愛媛
県伊予郡松前町）で開催した「愛媛の３Ｒ企業展」において、「四
国4県相互推奨コーナー」を設けて、徳島県、香川県、高知県の認
定リサイクル製品を紹介しました。また、あわせて経済産業省四国
経済産業局や環境省中国四国地方環境事務所高松事務所の
取組み等を紹介するパネル展示も行いました。

愛媛県
高知県

徳島県

香川県
愛媛県

シンボルマーク

高知県
シンボルマーク

徳島県
シンボルマーク

香川県
シンボルマーク

20

　平成28年10月20日（木）に徳島文理大学アカンサスホールにお
いて、「第11回３Ｒ推進全国大会in徳島」が開催され、全国から
多くの方々が来場されました。
　式典、表彰及びシンポジウムが開催されるホールのロビーで
は、３R推進コーナーが設けられ、全国の３R関係団体の取り組
みを紹介するパネルとあわせて、四国各県の認定リサイクル製
品等を展示しました。

　四国4県では、四国経済産業局からの呼びかけもあり、4県連携施策の一環として、各県で認定した
リサイクル製品の相互推奨を進めることとしています。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。



21 22

9

10

12

植物誘導吹き付け工基盤材

再生品プランター

有機肥料

のり面緑化材

プランター

堆肥

伐採木、間伐材

廃プラスチック

豆腐、おから等

ヘイワ工業株式会社

みよし広域連合清掃センター

有限会社リフレッシュ阿南

088-665-3588

0883-72-0006

0884-22-1248

徳島県
認定表示マーク

平成28年度 徳島県認定リサイクル製品

平成17年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

1

3

4

エコグリーンマット（システム）

浸透性アスファルト舗装
添加材

石膏ボードリサイクル材

衣料廃棄物、廃プラスチック石炭灰

廃石膏ボード

廃石膏ボード

アースコンシャス株式会社

株式会社オオタ

株式会社オオタ

088-602-0781

088-663-3131

088-663-3131

屋上等緑化用植物栽培マット

浸透性アスファルト舗装添加材・高断熱吹付材
（セルロースファイバー）

石膏ボードリサイクル材・土壌改良材（微粒石膏）

平成16年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

平成18年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

灰テックビーズ 石炭灰（フライアッシュ） 四国電力株式会社 橘湾発電所 0884-34-341118 粒状地盤材

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）5380
http://www.pref.tokushima.jp/recyclenet/

お問い合わせ先

認定番号-48

製 品 名

製品の種類

循環資源

企 業 名

電　　話

新高・もったいない２号

土壌改良材・刈草堆肥

刈草

徳島県立小松島西高等学校 勝浦校

0885-42-2526

平成20年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

ＰＰ（Ｗ）再生ペレット

デラックス湯桶

道路キャップ

レイルート２５型

凧部品一式

樹恩割り箸

工事用木製看板（小型・大型看板）

工事用雲形看板

工事用看板

ＰＰ（ポリプロピレン）

ＰＰ成型ロス

ＰＰリール

ＰＰリール

ＰＰ成型ロス

間伐材（スギ、ヒノキ）

間伐材

間伐材

間伐材

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

社会福祉法人池田博愛会

株式会社田村組

株式会社田村組

株式会社田村組

088-641-1881

088-641-1881

088-641-1881

088-641-1881

088-641-1881

0883-72-3150

0883-68-2216

0883-68-2216

0883-68-2216

再生ペレット

湯桶

ポリ栓

巡視路階段用資材

凧部品

国産材割り箸

資源循環型　木製看板

資源循環型　木製看板

資源循環型　木製看板

20

21

22

23

24

25

27

28

29

平成22年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

35

36

37

ハイラレーン

再生砕石

グリュース

杉間伐材

焼却灰、燃え殻、無機性汚泥

廃石膏ボード

ヘイワ工業株式会社

松浦開発興業株式会社

株式会社オオタ

088-665-3588

088-692-1414

088-663-3131

環境配慮型木製バリケード

再生砕石・埋め戻し用資材

土壌改良固化材・セメント系固化材

平成24年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

38

39

40

阿波スラグ

ハシピタン

ソーラーガード

一般廃棄物

石炭灰

石炭灰

中央広域環境施設組合

株式会社YBK工業

株式会社YBK工業

088-637-7127

088-642-1332

088-642-1332

溶融スラグ

端部雑草防止材

太陽光発電施設用防草材

平成25年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

41

42

なっとく2号

ナンチク

鶏糞、動植物残さ

鶏糞、動植物残さ、浄化槽汚泥

オンダン農業協同組合

オンダン農業協同組合

0884-73-3300

0884-73-3300

混合有機質肥料

汚泥発酵肥料

平成27年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

46

47

スキット

スギ木粉

間伐材

製材端材

バン株式会社

那賀ウッド

088-636-3017

0884-62-1163

消臭剤

木粉

※平成19、21、２３年度の認定リサイクル製品はありません。

平成26年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

43

44

45

竹パウダー

乾留竹粉

爆砕竹

間伐竹

間伐竹

間伐竹

バン株式会社

バン株式会社

バン株式会社

088-636-3017

088-636-3017

088-636-3017

竹粉

吸着剤

竹繊維
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9

10

12

植物誘導吹き付け工基盤材

再生品プランター

有機肥料

のり面緑化材

プランター

堆肥

伐採木、間伐材

廃プラスチック

豆腐、おから等

ヘイワ工業株式会社

みよし広域連合清掃センター

有限会社リフレッシュ阿南

088-665-3588

0883-72-0006

0884-22-1248

徳島県
認定表示マーク

平成28年度 徳島県認定リサイクル製品

平成17年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

1

3

4

エコグリーンマット（システム）

浸透性アスファルト舗装
添加材

石膏ボードリサイクル材

衣料廃棄物、廃プラスチック石炭灰

廃石膏ボード

廃石膏ボード

アースコンシャス株式会社

株式会社オオタ

株式会社オオタ

088-602-0781

088-663-3131

088-663-3131

屋上等緑化用植物栽培マット

浸透性アスファルト舗装添加材・高断熱吹付材
（セルロースファイバー）

石膏ボードリサイクル材・土壌改良材（微粒石膏）

平成16年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

平成18年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

灰テックビーズ 石炭灰（フライアッシュ） 四国電力株式会社 橘湾発電所 0884-34-341118 粒状地盤材

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）5380
http://www.pref.tokushima.jp/recyclenet/

お問い合わせ先

認定番号-48

製 品 名

製品の種類

循環資源

企 業 名

電　　話

新高・もったいない２号

土壌改良材・刈草堆肥

刈草

徳島県立小松島西高等学校 勝浦校

0885-42-2526

平成20年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

ＰＰ（Ｗ）再生ペレット

デラックス湯桶

道路キャップ

レイルート２５型

凧部品一式

樹恩割り箸

工事用木製看板（小型・大型看板）

工事用雲形看板

工事用看板

ＰＰ（ポリプロピレン）

ＰＰ成型ロス

ＰＰリール

ＰＰリール

ＰＰ成型ロス

間伐材（スギ、ヒノキ）

間伐材

間伐材

間伐材

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

有限会社ハイプラ

社会福祉法人池田博愛会

株式会社田村組

株式会社田村組

株式会社田村組

088-641-1881

088-641-1881

088-641-1881

088-641-1881

088-641-1881

0883-72-3150

0883-68-2216

0883-68-2216

0883-68-2216

再生ペレット

湯桶

ポリ栓

巡視路階段用資材

凧部品

国産材割り箸

資源循環型　木製看板

資源循環型　木製看板

資源循環型　木製看板

20

21

22

23

24

25

27

28

29

平成22年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

35

36

37

ハイラレーン

再生砕石

グリュース

杉間伐材

焼却灰、燃え殻、無機性汚泥

廃石膏ボード

ヘイワ工業株式会社

松浦開発興業株式会社

株式会社オオタ

088-665-3588

088-692-1414

088-663-3131

環境配慮型木製バリケード

再生砕石・埋め戻し用資材

土壌改良固化材・セメント系固化材

平成24年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

38

39

40

阿波スラグ

ハシピタン

ソーラーガード

一般廃棄物

石炭灰

石炭灰

中央広域環境施設組合

株式会社YBK工業

株式会社YBK工業

088-637-7127

088-642-1332

088-642-1332

溶融スラグ

端部雑草防止材

太陽光発電施設用防草材

平成25年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

41

42

なっとく2号

ナンチク

鶏糞、動植物残さ

鶏糞、動植物残さ、浄化槽汚泥

オンダン農業協同組合

オンダン農業協同組合

0884-73-3300

0884-73-3300

混合有機質肥料

汚泥発酵肥料

平成27年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

46

47

スキット

スギ木粉

間伐材

製材端材

バン株式会社

那賀ウッド

088-636-3017

0884-62-1163

消臭剤

木粉

※平成19、21、２３年度の認定リサイクル製品はありません。

平成26年度 徳島県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

43

44

45

竹パウダー

乾留竹粉

爆砕竹

間伐竹

間伐竹

間伐竹

バン株式会社

バン株式会社

バン株式会社

088-636-3017

088-636-3017

088-636-3017

竹粉

吸着剤

竹繊維
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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4丁目1番10号
TEL 087（832）3213　FAX 087（806）0227
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/business/products/

香川県
認定表示マーク

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話

7

8

9

ＴＣブリック

エコロペイブ

スーパータイト

溶融スラグ・高炉スラグ

溶融スラグ・高炉スラグ

製紙汚泥、木屑、古紙、コーヒー抽出粕、茶がら

東洋工業株式会社

日本興業株式会社

藤本産業株式会社

087-862-5411

087-894-1022

087-867-2034

種　　類

インターロッキングブロック

インターロッキングブロック

コンクリート構造物用目地板

平成13年度 香川県認定リサイクル製品

平成15年度 香川県認定リサイクル製品

平成16年度 香川県認定リサイクル製品

平成17年度 香川県認定リサイクル製品

平成18年度 香川県認定リサイクル製品

14

15

17

18

19

ゴールデン堆肥

大地の源

ＩＬＴ

エコロアクア

バリアフリーペイブ

伐採木、こんぶ、食品残さ

おから、食品残さ、廃食用油

溶融スラグ、瓦破砕シャモット

溶融スラグ・高炉スラグ

溶融スラグ・高炉スラグ

有限会社タムラリサイクルセンター

玉川食品株式会社

香川県中央コンクリートブロック協業組合

日本興業株式会社

日本興業株式会社

0879-75-1019

087-885-5988

0877-32-2110

087-894-1022

087-894-1022

肥料

肥料

保水性インターロッキングブロック

透水性インターロッキングブロック

透水性インターロッキングブロック

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

平成14年度 香川県認定リサイクル製品

10

11

13

ＳＳボード

日生ユーキ100

ILBエコシリーズ

ペットボトル（再生ポリエステル）

食品汚泥、食品残さ、菌床かす

溶融スラグ

四国繊維販売株式会社

日生開発株式会社

香川県中央コンクリートブロック協業組合

087-886-8184

087-822-0591

0877-32-2110

繊維ボード

肥料

インターロッキングブロック

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

28

29

リサイクルウエス「Ｔ'sワイパー」

GREENポート２１

ウエス

土壌改良材

古布

食品汚泥・食品残さ、孟宗竹

有限会社田代商店

日生開発株式会社

0875-27-8891

087-822-0591

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

30

31

若竹・ＯＩＬ

バイオ･ディーゼル・エネルギィー（Ｂ．Ｄ．Ｅ．）

ディーゼル燃料

ディーゼル燃料

廃食用油

廃食用油

0877-45-6860

0875-73-3830

社会福祉法人　若竹会

社会福祉法人　鵜足津福祉会
う　た　づ

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

24

25

26

27

直島エコグリーン

JFシェルナース

透水平板「スーパーテラ」

エコ・レンガ

ハマチへい死魚

カキ殻

溶融スラグ、高炉スラグ

ため池堆積土、建設汚泥、浄水汚泥

直島漁業協同組合

香川県漁業協同組合連合会

東洋工業株式会社

南部開発株式会社

087-892-2244

087-825-0352

087-862-5411

087-867-5133

肥料

魚礁

透水性インターロッキングブロック

レンガ

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話

39

40

42

43

44

45

犬の形をした花台

再生土

エコソイル

タワサンド（再生土）

再生土（ＲＦＳ）

再生土

建築用木材の端材

砕石汚泥、石材工場排出汚泥

砕石汚泥、建設汚泥

砕石汚泥

砕石汚泥

砕石汚泥、建設汚泥

ｉ工房（あいこうぼう）

株式会社えびす石材土木

新山樋石材株式会社

多和砕石工業株式会社

辻村建設株式会社

株式会社土器川砕石

087-843-3426

087-871-3337

0877-47-2511

0879-56-2009

0877-62-1361

0877-73-2164

種　　類

花台

路盤材・路床材用安定処理品

路床材用安定処理品

路盤材用安定処理品

路盤材・路床材用安定処理品

路盤材・路床材用安定処理品

平成24年度 香川県認定リサイクル製品

平成23年度 香川県認定リサイクル製品

辻村建設株式会社

東洋工業株式会社

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

37

38

再生ビーズ（ＲＦＢ）

グラス・ハイブリック１ＣＲ

路盤材・路床材用安定処理品

植生舗装用ブロック

汚泥・ばいじん・燃え殻

陶磁器屑（碍子殻）

0877-62-1361

087-862-5411

日生化学株式会社

平成25年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

48 東かがわ市指定可燃ごみ袋（大・小） ごみ袋 ペットボトル（再生PET樹脂） 0879-25-3201

辻村建設株式会社

株式会社富士クリーン

三豊産業有限会社

平成26年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

50

51

52

ＣＲｓａｎｄ

エコ路盤材

脱水ケーキ改良土

肥料

路盤材用安定処理品

路床材用安定処理品

燃え殻

ばいじん・燃え殻・無機性汚泥

砕石汚泥・砕石ダスト

0877-62-1361

087-878-3111

0875-62-2379

平成20年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

32 小豆島Clean.Oil ディーゼル燃料 廃食用油 0879-75-1113株式会社小豆島クリーンサービス

0877-28-7811

087-862-2400

株式会社ウチダ

株式会社グリーンクロス高松営業所

茶殻

間伐材

キッチンペーパー

看板

茶サイクルキッチンペーパー

間伐材工事立看板

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

平成22年度 香川県認定リサイクル製品

35

36

平成21年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

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

※平成19、２7、28年度の認定リサイクル製品はありません。



23 24

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4丁目1番10号
TEL 087（832）3213　FAX 087（806）0227
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/business/products/

香川県
認定表示マーク

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話

7

8

9

ＴＣブリック

エコロペイブ

スーパータイト

溶融スラグ・高炉スラグ

溶融スラグ・高炉スラグ

製紙汚泥、木屑、古紙、コーヒー抽出粕、茶がら

東洋工業株式会社

日本興業株式会社

藤本産業株式会社

087-862-5411

087-894-1022

087-867-2034

種　　類

インターロッキングブロック

インターロッキングブロック

コンクリート構造物用目地板

平成13年度 香川県認定リサイクル製品

平成15年度 香川県認定リサイクル製品

平成16年度 香川県認定リサイクル製品

平成17年度 香川県認定リサイクル製品

平成18年度 香川県認定リサイクル製品

14

15

17

18

19

ゴールデン堆肥

大地の源

ＩＬＴ

エコロアクア

バリアフリーペイブ

伐採木、こんぶ、食品残さ

おから、食品残さ、廃食用油

溶融スラグ、瓦破砕シャモット

溶融スラグ・高炉スラグ

溶融スラグ・高炉スラグ

有限会社タムラリサイクルセンター

玉川食品株式会社

香川県中央コンクリートブロック協業組合

日本興業株式会社

日本興業株式会社

0879-75-1019

087-885-5988

0877-32-2110

087-894-1022

087-894-1022

肥料

肥料

保水性インターロッキングブロック

透水性インターロッキングブロック

透水性インターロッキングブロック

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

平成14年度 香川県認定リサイクル製品

10

11

13

ＳＳボード

日生ユーキ100

ILBエコシリーズ

ペットボトル（再生ポリエステル）

食品汚泥、食品残さ、菌床かす

溶融スラグ

四国繊維販売株式会社

日生開発株式会社

香川県中央コンクリートブロック協業組合

087-886-8184

087-822-0591

0877-32-2110

繊維ボード

肥料

インターロッキングブロック

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

28

29

リサイクルウエス「Ｔ'sワイパー」

GREENポート２１

ウエス

土壌改良材

古布

食品汚泥・食品残さ、孟宗竹

有限会社田代商店

日生開発株式会社

0875-27-8891

087-822-0591

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

30

31

若竹・ＯＩＬ

バイオ･ディーゼル・エネルギィー（Ｂ．Ｄ．Ｅ．）

ディーゼル燃料

ディーゼル燃料

廃食用油

廃食用油

0877-45-6860

0875-73-3830

社会福祉法人　若竹会

社会福祉法人　鵜足津福祉会
う　た　づ

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

24

25

26

27

直島エコグリーン

JFシェルナース

透水平板「スーパーテラ」

エコ・レンガ

ハマチへい死魚

カキ殻

溶融スラグ、高炉スラグ

ため池堆積土、建設汚泥、浄水汚泥

直島漁業協同組合

香川県漁業協同組合連合会

東洋工業株式会社

南部開発株式会社

087-892-2244

087-825-0352

087-862-5411

087-867-5133

肥料

魚礁

透水性インターロッキングブロック

レンガ

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話

39

40

42

43

44

45

犬の形をした花台

再生土

エコソイル

タワサンド（再生土）

再生土（ＲＦＳ）

再生土

建築用木材の端材

砕石汚泥、石材工場排出汚泥

砕石汚泥、建設汚泥

砕石汚泥

砕石汚泥

砕石汚泥、建設汚泥

ｉ工房（あいこうぼう）

株式会社えびす石材土木

新山樋石材株式会社

多和砕石工業株式会社

辻村建設株式会社

株式会社土器川砕石

087-843-3426

087-871-3337

0877-47-2511

0879-56-2009

0877-62-1361

0877-73-2164

種　　類

花台

路盤材・路床材用安定処理品

路床材用安定処理品

路盤材用安定処理品

路盤材・路床材用安定処理品

路盤材・路床材用安定処理品

平成24年度 香川県認定リサイクル製品

平成23年度 香川県認定リサイクル製品

辻村建設株式会社

東洋工業株式会社

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

37

38

再生ビーズ（ＲＦＢ）

グラス・ハイブリック１ＣＲ

路盤材・路床材用安定処理品

植生舗装用ブロック

汚泥・ばいじん・燃え殻

陶磁器屑（碍子殻）

0877-62-1361

087-862-5411

日生化学株式会社

平成25年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

48 東かがわ市指定可燃ごみ袋（大・小） ごみ袋 ペットボトル（再生PET樹脂） 0879-25-3201

辻村建設株式会社

株式会社富士クリーン

三豊産業有限会社

平成26年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

50

51

52

ＣＲｓａｎｄ

エコ路盤材

脱水ケーキ改良土

肥料

路盤材用安定処理品

路床材用安定処理品

燃え殻

ばいじん・燃え殻・無機性汚泥

砕石汚泥・砕石ダスト

0877-62-1361

087-878-3111

0875-62-2379

平成20年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

32 小豆島Clean.Oil ディーゼル燃料 廃食用油 0879-75-1113株式会社小豆島クリーンサービス

0877-28-7811

087-862-2400

株式会社ウチダ

株式会社グリーンクロス高松営業所

茶殻

間伐材

キッチンペーパー

看板

茶サイクルキッチンペーパー

間伐材工事立看板

認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

平成22年度 香川県認定リサイクル製品

35

36

平成21年度 香川県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循環資源 企 業 名 電　　話種　　類

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

※平成19、２7、28年度の認定リサイクル製品はありません。
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お問い合わせ先
高知県　林業振興・環境部　環境対策課
〒780-8570　高知市丸ノ内1-7-52
TEL 088（821）4524　FAX 088（821）4520
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030801/

高知県
認定表示マーク

平成16年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

1

2

3

7

8

17

TS・マカダム　TS・Rサンド

TS・マカダム　TS・Rサンド（鉄鋼スラグ使用）

建設汚泥改良土

エコボンリック　水切りゴミ袋

エコハンドワイパー

編む・かなば

田中石灰工業株式会社

田中石灰工業株式会社

株式会社国際環境技研

金星製紙株式会社

金星製紙株式会社

株式会社エコアス馬路村

建設汚泥・がれき類

建設汚泥・がれき類・鉄鋼スラグ

建設汚泥

回収ペットボトル（再生ＰＥＴ樹脂）

回収ペットボトル（再生ＰＥＴ樹脂）

間伐材

088-882-1158

088-882-1158

088-847-2562

088-822-8105

088-822-8105

0887-44-2535

平成28年度 高知県認定リサイクル製品
認定番号-96

製 品 名

循環資源

企 業 名

電　　話

再生砕石（RC-40）

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

製 品 名

循環資源

企 業 名

電　　話

再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン13）

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

認定番号-95

平成20年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

69

70

ゆすはらペレット

ネオコール

ゆすはらペレット株式会社

東洋電化工業株式会社

間伐材

間伐材

0889-65-0121

088-834-4800

平成21年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

73

74

ＴＳペレット

１００％ＯＡ用紙原料トイレットペーパー

田中石灰工業株式会社

有限会社丸英製紙

容器包装プラスチック

ＯＡ用紙の古紙

０８８-８８２-１１７５

０８８-８９２-０６６１

平成17年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 企 業 名循 環 資 源 電　　話

22

23

32

33

36

38

40

43

44

45

46

47

マルモリチップマット

木製工事表示板・立看板

ｍｏｎａｃｃａ　ｂａｇ（モナッカ）

Ｏ＆Ｄウッド

Ｏ＆Ｄウッド　残置型枠

クイックポット（筋工）

木製バリケード　ＷＢ－80

アントラーブロック

山河ブロック

Ⅰ型ブロック

ホライズン

夢グリーンⅡ 45型

高知県森林組合連合会

高知県森林組合連合会

株式会社エコアス馬路村

溝渕林産興業株式会社

溝渕林産興業株式会社

溝渕林産興業株式会社

株式会社エスエス

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

溶融スラグ

溶融スラグ

溶融スラグ

溶融スラグ

溶融スラグ

0887-59-3250

0887-59-3250

0887-44-2535

088-862-2244

088-862-2244

088-862-2244

0889-24-6551

0880-66-1511

0880-66-1511

0880-66-1511

0880-66-1511

0880-66-1511

平成27年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 企 業 名循 環 資 源 電　　話

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Ｉ型ブロック

ガーディアン

アントラーブロック

鎧

環境Ⅱ

プレガードⅡ

耐震性Ｌ型擁壁

N-S.P.Cウォール

テールアルメ

歩車道境界ブロック付Ｌ型側溝

SK側溝ロードレイン

箱型U字側溝

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

平成22年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

75 ０８８-８５０-６５７７株式会社エコデザイン研究所汚泥、動植物性残さ、食品残さ、養殖死魚、廃油、動物のふん尿かんとりースーパーエコデザインミックス

平成23年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

77

78

０８８９-５２-２７１８

０８８-８５２-３１２１

有限会社須崎サブコン

株式会社サンプラザ

フライアッシュ（石炭灰）

食品残さ、牛糞

ＤＯ側溝

サンプラザオリジナル野菜と花の土

平成24年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

79

80

088-834-4834

０８7-８５1-6330

東洋電化工業株式会社

住友大阪セメント株式会社四国支店

フライアッシュ（石炭灰）

高炉スラグ

灰テックビーズ

高炉セメントＢ種

平成25年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

81 088-882-1158田中石灰工業株式会社建設汚泥建設汚泥固化剤改良土　TS・ソイル

平成26年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

82 088-822-8105金星製紙株式会社回収ペットボトル(再生ＰＥＴ樹脂)エコボンリック　自立型水切りゴミ袋

※平成18、19年度の認定リサイクル製品はありません。
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お問い合わせ先
高知県　林業振興・環境部　環境対策課
〒780-8570　高知市丸ノ内1-7-52
TEL 088（821）4524　FAX 088（821）4520
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030801/

高知県
認定表示マーク

平成16年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

1

2

3

7

8

17

TS・マカダム　TS・Rサンド

TS・マカダム　TS・Rサンド（鉄鋼スラグ使用）

建設汚泥改良土

エコボンリック　水切りゴミ袋

エコハンドワイパー

編む・かなば

田中石灰工業株式会社

田中石灰工業株式会社

株式会社国際環境技研

金星製紙株式会社

金星製紙株式会社

株式会社エコアス馬路村

建設汚泥・がれき類

建設汚泥・がれき類・鉄鋼スラグ

建設汚泥

回収ペットボトル（再生ＰＥＴ樹脂）

回収ペットボトル（再生ＰＥＴ樹脂）

間伐材

088-882-1158

088-882-1158

088-847-2562

088-822-8105

088-822-8105

0887-44-2535

平成28年度 高知県認定リサイクル製品
認定番号-96

製 品 名

循環資源

企 業 名

電　　話

再生砕石（RC-40）

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

製 品 名

循環資源

企 業 名

電　　話

再生アスファルト混合物（再生密粒度アスコン13）

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

認定番号-95

平成20年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

69

70

ゆすはらペレット

ネオコール

ゆすはらペレット株式会社

東洋電化工業株式会社

間伐材

間伐材

0889-65-0121

088-834-4800

平成21年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

73

74

ＴＳペレット

１００％ＯＡ用紙原料トイレットペーパー

田中石灰工業株式会社

有限会社丸英製紙

容器包装プラスチック

ＯＡ用紙の古紙

０８８-８８２-１１７５

０８８-８９２-０６６１

平成17年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 企 業 名循 環 資 源 電　　話

22

23

32

33

36

38

40

43

44

45

46

47

マルモリチップマット

木製工事表示板・立看板

ｍｏｎａｃｃａ　ｂａｇ（モナッカ）

Ｏ＆Ｄウッド

Ｏ＆Ｄウッド　残置型枠

クイックポット（筋工）

木製バリケード　ＷＢ－80

アントラーブロック

山河ブロック

Ⅰ型ブロック

ホライズン

夢グリーンⅡ 45型

高知県森林組合連合会

高知県森林組合連合会

株式会社エコアス馬路村

溝渕林産興業株式会社

溝渕林産興業株式会社

溝渕林産興業株式会社

株式会社エスエス

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

三共コンクリート株式会社

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

間伐材

溶融スラグ

溶融スラグ

溶融スラグ

溶融スラグ

溶融スラグ

0887-59-3250

0887-59-3250

0887-44-2535

088-862-2244

088-862-2244

088-862-2244

0889-24-6551

0880-66-1511

0880-66-1511

0880-66-1511

0880-66-1511

0880-66-1511

平成27年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 企 業 名循 環 資 源 電　　話

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Ｉ型ブロック

ガーディアン

アントラーブロック

鎧

環境Ⅱ

プレガードⅡ

耐震性Ｌ型擁壁

N-S.P.Cウォール

テールアルメ

歩車道境界ブロック付Ｌ型側溝

SK側溝ロードレイン

箱型U字側溝

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

四国ブロック工業株式会社

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

フライアッシュ

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

０８８-８９７-００３６

平成22年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

75 ０８８-８５０-６５７７株式会社エコデザイン研究所汚泥、動植物性残さ、食品残さ、養殖死魚、廃油、動物のふん尿かんとりースーパーエコデザインミックス

平成23年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

77

78

０８８９-５２-２７１８

０８８-８５２-３１２１

有限会社須崎サブコン

株式会社サンプラザ

フライアッシュ（石炭灰）

食品残さ、牛糞

ＤＯ側溝

サンプラザオリジナル野菜と花の土

平成24年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

79

80

088-834-4834

０８7-８５1-6330

東洋電化工業株式会社

住友大阪セメント株式会社四国支店

フライアッシュ（石炭灰）

高炉スラグ

灰テックビーズ

高炉セメントＢ種

平成25年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

81 088-882-1158田中石灰工業株式会社建設汚泥建設汚泥固化剤改良土　TS・ソイル

平成26年度 高知県認定リサイクル製品
認定
番号 製 品 名 循 環 資 源 企 業 名 電　　話

82 088-822-8105金星製紙株式会社回収ペットボトル(再生ＰＥＴ樹脂)エコボンリック　自立型水切りゴミ袋

※平成18、19年度の認定リサイクル製品はありません。




