信州リサイクル製品認定マーク
信州のシンボルともいえるアルプスと、
円の形の矢印でリサイクルを表現しています。

信州リサイクル製品とは？
主として県内で発生した循環資源を利用して、県内の事業所で製造加工された製品のうち、
信州リサイクル製品普及拡大協議会が認定した、品質や安全性などの基準を満たす製品です。
限りある資源の循環的な利用を促進し、持続可能な社会の実現を目指します。

信州リサイクル製品普及拡大協議会構成団体
一般社団法人長野県建設業協会
一般社団法人長野県建築士事務所協会
一般社団法人長野県資源循環保全協会

公益社団法人長野県建築士会
一般社団法人長野県産業環境保全協会
長野県

令和３年11月

信州リサイクル製品認定制度とは？
『信州リサイクル製品認定制度』とは、主として県内で発生した循環資源を利用し、県内の事業所で製造
加工され、品質・安全性について所定の基準を満たすリサイクル製品を『信州リサイクル製品』として信州
リサイクル製品普及拡大協議会が認定する制度です。
『リサイクル製品』と『リサイクル資材』の２つの区分を設けています。

認定された製品が満たす要件は？
・主として県内で発生した循環資源を利用し、県内の事業所で製造加工された製品です。
・品質、安全性、循環資源の含有率において定める評価基準に適合しています。
・『リサイクル資材』については、上記に加え、品目ごとに定められた個別の評価基準に適合しています。

リサイクル製品とリサイクル資材の違いは？
『リサイクル資材』とは、県が発注する建設工事での調達を考慮したもので、以下の１８品目があり、
それぞれの品目ごとに、個別の評価基準が定められています。
『リサイクル資材』に該当しないもの（例えば日用品や堆肥等）は、『リサイクル製品』の区分となります。

＜リサイクル資材の品目＞
①再生加熱アスファルト混合物

②再生路盤材

③再生コンクリート

④コンクリート二次製品

⑤舗装用ブロック

⑥再生硬質塩化ビニル管

⑦建設汚泥改良土

⑧土木建築用プラスチック資材

⑨再生材利用土木シート

⑩型枠材

⑪再生材利用タイル

⑫木質ボード

⑬再・未利用木材利用資材

⑭弾性舗装用ブロック

⑮運動場等の土壌改良材

⑯木質系舗装材

⑰吹込み用繊維質断熱材

⑱再生砂

＜リサイクル製品とリサイクル資材の比較＞

リサイクル製品
定義

リサイクル資材

左記を満たすとともに、県が発注する建設工事で
認定要件をすべて満たす製品で、品質を一定に維
の調達を考慮した資材。品目指定あり。（現在１８
持できる製品。
品目）
左記のほか、
・品目ごとの個別評価基準に適合していること。
・「品質審査」において適合と認定された工場にお
いて製造された製品であること。

品質等

・日本工業規格(JIS） ・日本農業規格(JAS)
・エコマーク認定基準
等の基準に適合または準拠していること。

安全性

・特別管理（一般・産業）廃棄物を使用しないこと。
左記のほか、品目ごとの個別評価基準を満たすこ
・製品または原料が土壌汚染対策法第５条に基づ
と。
く指定基準以下であること。

循環資源 ・エコマーク認定基準等の含有率の基準を満たす 左記にかかわらず、品目ごとの個別評価基準を満
たすこと。
の含有率 こと。
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間伐材、廃木材を使用した製品
認定番号
１００１

間伐材バリケード

間伐材86%
三角形バリケード

株式会社イーエムシー
長野市北条町３－１４
電話026-256-9170

認定番号
１００４

ウッドフォーム

間伐材90%
木製残存型枠

株式会社イーエムシー
長野市北条町３－１４
電話026-256-9170

認定番号
１００２

ティーキューブ

間伐材99%
三角形、四角形の枠体(土留工、沈床工等)

株式会社イーエムシー
長野市北条町３－１４
電話026-256-9170

認定番号
１００３

間伐材丸太安全防護柵

間伐材91%
防護柵

株式会社イーエムシー
長野市北条町３－１４
電話026-256-9170

炭化混合汚泥肥料

廃ガラス瓶を使用した製品

認定番号
１００９

認定番号
１０１０

南信炭生２号

混合汚泥(下水汚泥、し尿汚泥、工業汚泥) 100%
混合汚泥を炭化炉にて炭化した混合汚泥肥料

株式会社南信サービス
下伊那郡松川町元大島２７１５－４３
電話0265-36-4544

ネクストワンアルファ

ＮＥＸＴＯＮＥ－α

廃ガラス瓶100%
ガラスカレット使用の建築資材用化粧砂

株式会社不動テクノス
佐久市鍛冶屋３３５－２
電話0267-63-5511

廃プラスチック再生品
認定番号
１０１１

ガラスシリカサンド

廃ガラス瓶100%
ガラスカレット使用の建築資材用化粧砂

株式会社不動テクノス
佐久市鍛冶屋３３５－２
電話0267-63-5511

廃瓦を使用した製品
認定番号
１０１６

瓦チップ テコラ

廃瓦100%
廃瓦を角取り破砕し粒度調整したもの（防草材等）

株式会社亀山
上田市上田原７５２－６
電話0268-22-5407

認定番号
１０１４

ECO-パレット

廃プラスチック100%
再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾟﾚｯﾄ

株式会社シーピーアール
飯山市大字寿５０（飯山工場）
電話052-671-3212 (名古屋 本社)

認定番号
１０１５

ＥＣＯペール

廃プラスチック 98%
医療廃棄物収納容器

豊田興産株式会社
中野市大字豊津５０１５
電話026-243-0010 (ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）

古紙を使用した製品
認定番号
１０１７

エコファイン

新聞古紙100%
汚泥脱水ろ過助剤

認定番号
１０１８

エコガード

新聞古紙100%
油吸着材

エコトピア飯田株式会社
飯田市上郷黒田３６６－１
電話0265-24-8225

2

エコトピア飯田株式会社
飯田市上郷黒田３６６－１
電話0265-24-8225

汚泥発酵肥料
認定番号
１０２０

しなの

汚泥・動植物性残さ96.2%、間伐材チップ3.8%
食品残さや有機汚泥を熟成させた肥料

株式会社湯浅産業
大町市常盤字山神下７０８５番地４
電話0261-22-7102

＊ 製品・資材の価格については、県ホームページに掲載しておりますが、数量や施工条件
等で変動することが予想されますので、詳しくは各事業者にお問い合わせ願います。
県ホームページ（認定製品一覧）
http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/ninte/hinmoku/index.html
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再生路盤材
認定番号
２０２００１

再生砕石（ＲＣ４０－０）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ70%
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ30％

有限会社山浦建材
小諸市市町３－５－８
電話0267-24-0679

認定番号
２０２００４

ＲＣ－４０ミックス
（廃材100％）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ80% ﾓﾙﾀﾙｶﾞﾗ10%
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ10％

南重建設株式会社
伊那市美篶７９０４－１
電話0265-78-4027

認定番号
２０２００７

ＲＣ４０－０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ80%
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ20％

認定番号
２０２００２

再生砕石ＲＣ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

長野市若穂牛島字村東１５１
電話026-282-2495

ＲＣ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

南佐久郡小海町大字豊里２３２３
電話0267-92-3080

ＲＣ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

飯田生コン株式会社

長野市篠ノ井岡田６０７－５
電話026-292-0431

飯田市松尾清水８６６２－１
電話0265-23-8835

ＲＣ４０－０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

株式会社ﾏﾙﾓﾘ宮坂土木
岡谷市大栄町１－７－１１
電話0266-23-3421

認定番号
２０２０１１

千曲市八幡６２４３
電話026-272-1490

認定番号
２０２００６

再生クラッシャラン砕石

ＲＣ－４０

間堀建設株式会社
長野市大字穂保２５４－１
電話026-295-7212

認定番号
２０２００９

ＲＣ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

米山建材株式会社

認定番号
２０２０１０

中部興業有限会社

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

株式会社小海ｱｽｺﾝﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

認定番号
２０２００８

再生砕石（ＲＣ４０－０）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ60%
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ40％

株式会社井上産業

認定番号
２０２００５

認定番号
２０２００３

再生砕石ＲＣ４０－０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ80%
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ20％

株式会社ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ｽﾋﾟﾘｯﾄ
松本市大字和田4709
電話0263-40-0530

4

株式会社塩沢産業
東御市加沢２８５－１
電話0268-63-6265

認定番号
２０２０１２

再生砕石（ＲＣ４０－０）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ70%
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ30％

長埴石産株式会社
長野市篠ノ井布施高田３６４－３
電話026-292-0510

再生路盤材
認定番号
２０２０１６

TM－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ50%
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ50％

高沢産業株式会社
長野市南千歳１－１５－３
電話026-221-1226(長野工場)

認定番号
２０２０１９

再生砕石（ＲＣ４０－０）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

大栄産業株式会社
松本市波田２９５１－３７
電話0263-92-5051

認定番号
２０２０２３

再生砕石（RC40-0）

コンクリートガラ95％
アスファルトガラ5％

宮島産業株式会社
長野市鬼無里6808-1
電話026-256-2149

認定番号
２０２０２６

認定番号
２０２０１７

ＲＣ砕石

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

上田市小泉９１１－３
電話0268-24-2448

ＲＣ４０－０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ90%
アスファルトガラ10%

（株）信州タケエイ 安曇野リサイクルセンター
安曇野市明科南陸郷１９５１－３
電話0263-62-3308

認定番号
２０２０２４

再生砕石ＲＣ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

株式会社ﾜｰﾙﾄﾞ重機開発

認定番号
２０２０２０

認定番号
２０２０１８

再生砕石RC40-0

コンクリートガラ90％
アスファルトガラ10％

共和興業株式会社
松本市島内6931番地ロ-2-38
電話0263-47-2200（松本工場）

再生砕石（RC25-0）

コンクリートガラ100％

株式会社六協
下諏訪町2267-1
電話0266-28-6026（リサイクルセンター）
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有限会社吉越商事
飯山市大字瑞穂４１８０－６
電話0269-65-2840

認定番号
２０２０２1

再生砕石（ＲＣ４０－０）

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

株式会社竹原重建
上田市上田原1195番地１
電話0268-24-6974

認定番号
２０２０２５

再生砕石RC40-0

コンクリートガラ100％

株式会社六協
下諏訪町2267-1
電話0266-28-6026（リサイクルセンター）

コンクリート二次製品
認定番号
２０４０１３

歩車道境界ブロック（Ｇ）

廃ガラス瓶カレット10％
歩車道境界ブロックとして使用

認定番号
２０４０１４

地先境界ブロック（Ｇ）

廃ガラス瓶カレット10％
地先境界ブロックとして使用

認定番号
２０４０１５

エプロン付
歩車道境界ブロック（Ｇ）

廃ガラス瓶カレット10％
歩車道境界ブロックとエプロンを一体化

株式会社オーイケ

株式会社オーイケ

株式会社オーイケ

東筑摩郡山形村５４－１
電話0263-98-2238

東筑摩郡山形村５４－１
電話0263-98-2238

東筑摩郡山形村５４－１
電話0263-98-2238

認定番号
２０４０２０

ポラウェーブ

廃ガラス瓶カレット10.7％
護岸や防草対策等で使用する大型張りブロック

認定番号
２０４０２１

グランデロック（GC）

廃ガラス瓶カレット10％
護岸や防草対策等で使用する大型張りブロック

認定番号
２０４０２２

プロテロック
ピアスワンダー（G）

廃ガラス瓶カレット10％
打設後の脱型作業がいらない残存型枠

アスザック株式会社

アスザック株式会社

株式会社オーイケ

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

東筑摩郡山形村54-1
電話0263-98-2238

認定番号
２０４０２３

積みブロック・粗面
（ＭＳ）

一般廃棄物溶融スラグ10％

認定番号
２０４０２４

鉄筋コンクリートＬ型
（ＭＳ）

一般廃棄物溶融スラグ10％

認定番号
２０４０２５

歩車道境界ブロック
（ＭＳ）

一般廃棄物溶融スラグ10％

アスザック株式会社

アスザック株式会社

アスザック株式会社

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

認定番号
２０４０２６

アールガッター（ＭＳ）

一般廃棄物溶融スラグ10％

認定番号
２０４０２７

ＰＧガッター（ＭＳ）

一般廃棄物溶融スラグ10％

認定番号
２０４０２８

ＰＬガッター（ＭＳ）

一般廃棄物溶融スラグ10％

アスザック株式会社

アスザック株式会社

アスザック株式会社

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)
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コンクリート二次製品
認定番号
２０４０２９

グランデロック（ＭＳ）

一般廃棄物溶融スラグ10％

アスザック株式会社
上高井郡高山村中山９８１
電話026-245-1520 (北信営業所)

認定番号
２０４０３２

歩車道境界ブロック
ＭＳ

認定番号
２０４０３０

積みブロック・
粗面ＭＳ

認定番号
２０４０３１

ＣＶハーフＭＳ

一般廃棄物溶融スラグ10％

一般廃棄物溶融スラグ7.5％

株式会社高見澤

株式会社高見澤

長野市緑町１６０５－１４
電話026-247-5711 (ｺﾝｸﾘｰﾄ事業部)

長野市緑町１６０５－１４
電話026-247-5711 (ｺﾝｸﾘｰﾄ事業部)

認定番号
２０４０３３

ＰＬガッターＭＳ

認定番号
２０４０３４

プレストーンＭＳ

一般廃棄物溶融スラグ10％

一般廃棄物溶融スラグ10％

一般廃棄物溶融スラグ10％

株式会社高見澤

株式会社高見澤

株式会社高見澤

長野市緑町１６０５－１４
電話026-247-5711 (ｺﾝｸﾘｰﾄ事業部)

長野市緑町１６０５－１４
電話026-247-5711 (ｺﾝｸﾘｰﾄ事業部)

長野市緑町１６０５－１４
電話026-247-5711 (ｺﾝｸﾘｰﾄ事業部)

認定番号
２０４０３５

歩車道境界ブロック

一般廃棄物溶融スラグ7.7％

認定番号
２０４０３６

地先境界ブロック

一般廃棄物溶融スラグ7.7％

認定番号
２０４０３７

リバーロック

一般廃棄物溶融スラグ7.7％

株式会社ホクエツ信越

株式会社ホクエツ信越

株式会社ホクエツ信越

長野市篠ノ井塩崎228-1
電話026-292-1650

長野市篠ノ井塩崎228-1
電話026-292-1650

長野市篠ノ井塩崎228-1
電話026-292-1650

認定番号
２０４０３８

ヘイべブロック

一般廃棄物溶融スラグ7.7％

認定番号
２０４０３９

組み合わせＬ型側溝

一般廃棄物溶融スラグ7.7％

株式会社ホクエツ信越

株式会社ホクエツ信越

長野市篠ノ井塩崎228-1
電話026-292-1650

長野市篠ノ井塩崎228-1
電話026-292-1650
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木質ボード
認定番号
２１２００１

ＴＳボード
（高圧木毛セメント板）

間伐材２1％
ｱｶﾏﾂ・ﾋﾉｷ間伐材の木毛ｾﾒﾝﾄ板

竹村工業株式会社
下伊那郡松川町上片桐４６０４
電話0265-36-6111

再・未利用木材利用資材
認定番号
２１３００２

ＥＣＯＲＯＣＡ
（DK-2020、DK-2020N、DK-2020R）

廃木材15.8％、廃プラスチック27.7％、食品系
無機廃棄物51.3％

ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ・ｴｺﾛｯｶ株式会社
長野市若穂保科３４４０－９
電話026-282-0033

認定番号
２１２００２

スラボー
（強化高圧木毛セメント板）

間伐材２1％
TSボードの高強度製品

竹村工業株式会社
下伊那郡松川町上片桐４６０４
電話0265-36-6111

吹込み用繊維質断熱材
認定番号
２１７００１

エコファイバー

新聞古紙８１％
建築物用の吹込・吹付断熱材

エコトピア飯田株式会社
飯田市上郷黒田３６６－１
電話0265-24-8225

再生砂
認定番号
２１８００１

再生砂ＲＣ－10

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ100%

株式会社井上産業
長野市若穂牛島字村東１５１
電話026-282-2495

認定番号
２１８００２

上伊那クリーンセンター
溶融スラグ

一般廃棄物100％

株式会社上伊那環境サービス
伊那市富県３７９０
電話0265-96-8200
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認定番号
２１２００３

木毛セメント板

間伐材２1％
ｱｶﾏﾂ・ﾋﾉｷ間伐材の木毛ｾﾒﾝﾄ板

竹村工業株式会社
下伊那郡松川町上片桐４６０４
電話0265-36-6111

信州リサイクル製品（資材）は、平成26年度までは県が認定等を行っていま
したが、平成27年度からは民間団体と県が協力して設立した「信州リサイクル
製品普及拡大協議会」が制度を運用しています。
構成団体と県がお互いの強みやノウハウを活かして基準の策定や利用促進等
に取り組むことにより、リサイクル製品の更なる普及拡大を目指します。

長野県廃棄物処理計画（第５期）取組目標

「つくる責任 つかう責任」を意識して循環型社会を実現
～信州らしい生活様式へ～

ご存じですか？
長野県リサイクルキャラクター クルるん

名 前
性 別
特 徴

クルるん
女の子
顔：地球をイメージ
顔のまわりのやじるし：３Ｒ（スリーアール）を 表現
カラー：赤、青（緑）、黄色 （色の三原色）を表現

信州リサイクル製品に関するお問い合わせは…
信州リサイクル製品普及拡大協議会事務局
（長野県環境部資源循環推進課資源化推進係）
〒３８０－８５７０ 長野県長野市南長野幅下６９２－２
電話 ０２６－２３５－７１８１（直通）
ＦＡＸ ０２６－２３５－７２５９
電子メール junkan@pref.nagano.lg.jp
ホームページ

http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/ninte/index.html
【表紙写真提供：(一社)信州・長野県観光協会】
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