
平成３０年度 岡山県グリーン購入対策会議（第２回）次第 

 
日時：平成３１年２月２１日（木） 

                                                       １３：３０～ 
場所：ピュアリティまきび 

        ２階  エメラルド 
 
 
１ 開 会 
 
 
 
 
２ あいさつ 
 
 
 
 
３ 議 題 
 
 
（１）再生品使用促進指針及び岡山県エコ製品の判断基準の改正について 
 
 
 
 
 
（２）岡山県エコ製品の認定審査について 
 
 
 
 
 
（３）その他 
 
 
 
 
 
４ 閉 会 



申請者名 製造所所在地 製品名 循環資源

岡山県エコ製品認定申請状況（新規）

1

（有）廣安瓦建
材 岡山市 きびテコラ 廃瓦・規格外瓦

番
号



資
材

2

（参考）

〇　対象品目

布製ブラインド

　①紙類　②文具類　③機器類　④制服・作業服、インテリア、寝装寝具、作業手袋　⑤資材　⑥その他

木材・プラスチック複合材製品 循環資源の基準の追加

再生品使用促進指針(岡山県再生品の使用促進に関する指針）及び岡山県エコ製品の認定及び利用の推進に
関する要綱において指定する品目

再生品使用促進指針及び岡山県エコ製品の判断基準の改正について

品　目　名 改正案 改正の概要

制
服
・
作
業
服

、
イ
ン
テ
リ

ア
・
寝
装
寝
具

、
作
業
手
袋

1

カーテン

バイオベース合成ポリマー含有率の基準の追加

資料 １



申請者名 品目名 製品名 循環資源 製造所所在地

(有)ニイヨンイチ 文具類 デニムエコバッグ　トート 残布 倉敷市児島下の町2-1-93-8

(有)ニイヨンイチ 文具類 デニムエコバッグ　ＺＩＰ 残布 倉敷市児島下の町2-1-93-8

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TSEC5500

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TSEC5501

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TSEC5106

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TBEC5525

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TBEC5526

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TBEC5527

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TBEC5528

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨット
　TBEC5116

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨットフレンドシップ
　GF2145

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨットフレンドシップ
　GFV2048

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨットフレンドシップ
　GFEF5055

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

【資料2】平成30年度エコ製品更新一覧（予定）



(株)明石スクールユニフォームカンパニー 制服・作業服
富士ヨットフレンドシップ
　GFEF0032

再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市児島田の口1-3-44

(有)馬場足手店 作業手袋 ペットハンズ 再生ＰＥＴ樹脂 倉敷市連島中央5-27-25

萩原工業(株) ブルーシート エコ・ファミリーシート 再生ポリエチレン 倉敷市水島中通1-4

日本道路(株)　岡山合材センター
再生加熱アスファル

ト
混合物

再生アスファルト安定処理、
再生粗粒度アスコン、再生
密粒度アスコン(20mm，
13mm)、再生細粒度アスコ

アスファルト・コンクリート塊、一般廃棄物溶融スラグ 岡山市北区今保618

岡山アスコン(株)
再生加熱アスファル

ト
混合物

再生アスファルト安定処理、
再生粗粒度アスコン、再生
密粒度アスコン(20mm，
13mm)、再生細粒度アスコ

アスファルト・コンク
リート塊、一般廃棄
物溶融スラグ

岡山市南区箕島2597

岡山アスコン(株)
再生加熱アスファル

ト
混合物

再生アスファルト安定処理、
再生粗粒度アスコン、再生
密粒度アスコン(20mm，
13mm)、再生細粒度アスコ

アスファルト・コンク
リート塊、一般廃棄
物溶融スラグ

岡山市南区箕島2597

(株)吉田組　中国支店
再生加熱アスファル

ト
混合物

再生アスファルト安定処理、
再生粗粒度アスコン、再生
密粒度アスコン(20mm，
13mm)、再生細粒度アスコ

アスファルト・コンク
リート塊、一般廃棄
物溶融スラグ

岡山市北区東古松3-4-5

大林道路(株)・(株)吉田組
共同企業体　備前アスコン

再生加熱アスファル
ト

混合物

再生アスファルト安定処理、
再生粗粒度アスコン、再生
密粒度アスコン(20mm，
13mm)、再生細粒度アスコ

アスファルト・コンク
リート塊、一般廃棄
物溶融スラグ

備前市浦伊部1187-15

ニューロード(株)
再生加熱アスファル

ト
混合物

再生アスファルト安定処理、
再生粗粒度アスコン、再生
密粒度アスコン(20mm，
13mm)、再生細粒度アスコ

アスファルト・コンク
リート塊、一般廃棄
物溶融スラグ

高梁市高倉町田井1880

井笠アスコン(株)
再生加熱アスファル

ト
混合物

再生アスファルト安定処理、
再生粗粒度アスコン、再生
密粒度アスコン(20mm，
13mm)、再生細粒度アスコ

アスファルト・コンク
リート塊、一般廃棄
物溶融スラグ

笠岡市生江浜字池の奥388

田村砕石工業(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)、再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊、軌道用バラスト

岡山市北区御津矢原285-2

(有)御津砕石工業所 再生骨材 再生砕石(RC-30，40、ＲＭ-30,40)

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市北区御津矢原1754

第一建設(株) 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市北区御津下田2-3

大林道路(株)・(株)吉田組
共同企業体　備前アスコン

再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

備前市浦伊部1187-15

丸紅産業(有) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

赤磐市周匝1268-1



(株)金池産業 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

総社市溝口199-2

新成建材(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)、再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

総社市駅前1-3-1

吉田建材(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)、再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊､その他

倉敷市真備町川辺2965-1

(株)松浦組 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)、再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

福山市東手城町1-30-35

井原砕石(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊、コンクリートくず

井原市西江原町1931-7

(有)藤充建設工業 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)、再生砂

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊、ガラス及び陶磁
器くず

井原市井原町3557-29

(株)三好組 再生骨材 再生砕石(RC-40)、再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊、鉱さい

小田郡矢掛町中170

坂川建設鉱業(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

井原市美星町宇戸1055

落合砕石(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)､再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

真庭市五名1288-156

杉岡建設(株) 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

新見市新見368-4

(株)ガイアートＴ・Ｋ　新見再生骨材工場 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

新見市法曽渡し場上18-1

(有)真庭環境クリエート 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)､再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

真庭市江川846

竹藤建設(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)､再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

真庭市久世2920-12

(株)ツヤマ殖産 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

真庭市蒜山初和22-78

(有)三谷建設 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

津山市総社1114-1



(株)近藤組 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

津山市高野山西2225-2

(株)森脇興業 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

久米郡美咲町西593

坂田砕石工業(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

津山市北園町30-19

坂田砕石工業(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)（廃ガラス入）

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊、廃ガラス

津山市北園町30-19

杉山砕石工業(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

久米郡久米南町上神目929

(株)加藤興業 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

津山市押入929-34

中野開発(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)、再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市北区玉柏75

(株)誠実興業 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市東区竹原1771-1

エヌエス日進(株) 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊､その他

岡山市中区倉田393-1

シー・シー・エス岡山(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市北区下足守477-1

(株)ヨシハラ機工 再生骨材
再生砕石(RC-30,RC-
40,RM-30,RM-40)、再生砂

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市北区一宮45

南備建設(有) 再生骨材
再生砕石(RC-30，40)、再
生砂、再生割栗石

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市南区藤田1438-10

(有)片岡久工務店 再生骨材 再生砕石(RC-40、RC-30)、再生砂

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市南区福富東2-17-13

藤クリーン(株) 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)、再生砂
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市南区海岸通2-1-40-11

倉敷企業合資会社 再生骨材
再生砕石(RC-30，40)、再
生砂、再生割栗石

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

倉敷市中央1-6-24



(株)トーヨー商事 再生骨材
再生砕石(RC-30，40)、再
生砂、再生割栗石

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

倉敷市中央1-6-24

瀬戸内工業(株) 再生骨材
再生砕石(RC-30，40)、再
生砂、再生割栗石

コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊、その他

倉敷市尾原2420-1

前田道路(株)　倉敷合材工場 再生骨材 再生砕石(RC-30,40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

倉敷市連島町矢柄5371

(有)第一砂利 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

岡山市北区奉還町1-2-13

山陽興産(株) 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

高梁市中原町1542-6

(株)石部商店 再生骨材 再生砕石(RC-30，40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

総社市種井590-1

(株)西日本アチューマットクリーン 再生骨材 再生砕石、再生砂 建設汚泥 岡山市中区藤原50-1

(株)ジェイピー有価物回収 再生骨材 再生砕石(RC-40)
コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート
塊

津山市二宮１５１１

岡山県ブロック工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 真庭市野川610

岡山県ブロック工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 真庭市野川610

岡山県ブロック工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート芝台ブロッ
ク

高炉スラグ 真庭市野川610

岡山県ブロック工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート側溝ふた 高炉スラグ 真庭市野川610

岡山県ブロック工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
積みブロック 高炉スラグ 真庭市野川610

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1



岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート側溝ふた 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート組立水路
(枠･板)

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート水路用L型
（勾配１：0.2型）

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（歩車道境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（地先境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート芝台ブロッ
ク

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート等厚側溝 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート大型フ
リューム

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート角フリュー
ム

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（歩車道境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（地先境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1



岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート芝台ブロッ
ク

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート等厚側溝 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート側溝ふた 高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート大型フ
リューム

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート角フリュー
ム

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

岡山コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート水路用L型
（直立型）

高炉スラグ 岡山市東区藤井288-1

光陽コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
積みブロック 高炉スラグ 真庭市下中津井1550

光陽コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 真庭市下中津井1550

光陽コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 真庭市下中津井1550

光陽コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート角フリュー
ム

高炉スラグ 真庭市下中津井1550

光陽コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート等厚側溝 高炉スラグ 真庭市下中津井1550

光陽コンクリート工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート側溝ふた 高炉スラグ 真庭市下中津井1550

(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（歩車道境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市東区上阿知455

(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（地先境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市東区上阿知455

(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 岡山市東区上阿知455



(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 岡山市東区上阿知455

(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート側溝ふた 高炉スラグ 岡山市東区上阿知455

(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート芝台ブロッ
ク

高炉スラグ 岡山市東区上阿知455

(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート角フリュー
ム

高炉スラグ 岡山市東区上阿知455

大一コンクリート(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 岡山市北区新庄下2106

大一コンクリート(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 岡山市北区新庄下2106

大一コンクリート(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（歩車道境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市北区新庄下2106

大一コンクリート(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（地先境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市北区新庄下2106

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（歩車道境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
境界ブロック（地先境界ブロック） 高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート組立水路
(枠･板)

高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート水路用L型
（勾配１：0.2型）

高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート水路用L型
（直立型）

高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（本体） 高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34



大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート角フリュー
ム

高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート等厚側溝 高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート大型フ
リューム

高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

ランデス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート大型フ
リューム

高炉スラグ 真庭市開田630-1

ランデス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 真庭市開田630-1

ランデス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート等厚側溝 高炉スラグ 真庭市開田630-1

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

大和クレス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート大型フ
リューム

高炉スラグ 岡山市中区藤原西町2-7-34

(有)吉井ブロック工業
プレキャスト

コンクリート製品
積みブロック 高炉スラグ 赤磐市周匝1158

(有)豊和コンクリート
プレキャスト

コンクリート製品
落ちふた式U形側溝（ふた） 高炉スラグ 和気郡和気町益原1139-1

(有)豊和コンクリート
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート芝台ブロッ
ク

高炉スラグ 和気郡和気町益原1139-1

(有)興和コンクリート
プレキャスト

コンクリート製品
積みブロック 高炉スラグ 笠岡市篠坂2315-1

八王寺工業(株)
プレキャスト

コンクリート製品
積みブロック 戻り生コン 倉敷市沖新町90-11

ランデス(株)
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート角フリュー
ム

高炉スラグ 真庭市開田630-1

(株)サイコン
プレキャスト

コンクリート製品
鉄筋コンクリート等厚側溝 高炉スラグ 岡山市東区上阿知455



南備建設(有) 改良土 改良土 建設発生土 岡山市南区藤田1438-10

(株)暁工業 改良土 改良土 建設発生土 岡山市中区江崎746-2

中野開発(株) 改良土 改良土 建設発生土、建設汚泥 岡山市北区玉柏75

(有)片岡久工務店 改良土 改良土 建設発生土 岡山市南区福富東2-17-13

(有)東部リサイクルセンター 改良土 改良土 建設発生土 岡山市東区一日市379-1

(株)ヨシハラ機工 改良土 改良土 建設発生土、建設汚泥 岡山市北区一宮45

(株)竹内組 改良土 改良土 建設発生土 岡山市北区矢坂西町6-5

(株)トーヨー商事 改良土 改良土 建設発生土、建設汚泥 倉敷市中央1-6-24

(有)ワールド吉備路 改良土 改良土 建設発生土 総社市宿2049

(株)松浦組 改良土 改良土 建設発生土、建設汚泥 福山市東手城町1-30-35

(株)松浦組 改良土 改良土 建設発生土、建設汚泥 福山市東手城町1-30-35

新力(株) 改良土 改良土 建設発生土 岡山市北区北長瀬本町7-12

(株)三海 改良土 改良土 建設発生土、建設汚泥 岡山市北区田原367-1

大光(株) 改良土 改良土 建設発生土 岡山市南区妹尾4209

(株)アートコーポレーション 再生処理土 再生処理土 建設汚泥 岡山市南区大福908-3



藤クリーン(株) 再生処理土 再生処理土 建設汚泥 岡山市南区海岸通2-1-40-11

(株)西日本アチューマットクリーン 流動化処理土 流動化処理土 建設汚泥 岡山市中区藤原50-1

水島エコワークス(株) 溶融スラグ エコスラグ
一般廃棄物、一般廃
棄物焼却灰、下水汚
泥等

倉敷市水島川崎通1-14-5

(株)オーガニック 工業汚泥発酵肥料 オーガニック・バーク 食品汚泥、食品残さ、樹皮 加賀郡吉備中央町上加茂1791-1

(株)日本資源開発社 有機質被覆材 ＮＳＫマルチバーク 樹皮等 岡山市東区浦間1102

(株)富士テック その他資材 アルファグリーン フライアッシュ(石炭灰) 岡山市北区野田5-2-13

内山工業(株)　岡山第一工場 フローリング スーパーテンダーコルク コルク粒 岡山市中区江並338

花田技研工業(株) 景観舗装材 グランドソイル 一般廃棄物溶融スラグ 美作市巨勢2003

くろがね産業(株) 景観舗装材 着色ゴムチップ 廃タイヤ 岡山市東区草ヶ部1249

(株)エフピコ 食品用器具・容器包装 エコＡＰＥＴ 再生ＰＥＴ樹脂 福山市曙町1-12-15

(株)日本リサイクルマネジメント　倉敷事業所 炭化製品 リバーエコ炭 廃木材 倉敷市水島川崎通1-14-1

海洋建設(株) その他 ＪＦシェルナース カキ殻等貝殻 倉敷市大畠1-6-12

(株)ライフネット難波 その他 畳 廃木材(畳床に使用) 倉敷市茶屋町1319

(株)猿川 その他 再生ゴミ袋(半透明) 再生プラスチック 岡山市南区当新田484-6

(株)猿川 その他 再生ゴミ袋(透明) 再生プラスチック 岡山市南区当新田484-6


