
平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
再生樹脂
土木建築用資材

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ホクペレ 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
新港リサイクル株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
日輝通商株式会社 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ホクペレ 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
新港リサイクル株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
日輝通商株式会社 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
再生樹脂

株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

北海道 札幌市

函館市

小樽市

旭川市

室蘭市

北見市

札幌市中沼プラスチック選別センター

札幌市中沼プラスチック選別センター

札幌市中沼プラスチック選別センター

函館プラスチック処理センター

北しりべし広域クリーンセンター

ＲＥＰＬＡファクトリー

室蘭市ストックヤード

北見市プラスチック処理センター

株式会社シティ・サービス

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社シティ・サービス

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

田中石灰工業株式会社

6,060

1,500

10,107

7,300

500

2,828

1,440

2,500

3,300

235

950

6,210

1,532

10,402

7,569

346

2,810

1,538

2,488

3,282

187

921

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

秋田エコプラッシュ株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 大作商事株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 根来産業株式会社 日用雑貨・その他

明円工業株式会社 土木建築用資材
株式会社高田製作所 工業部品
株式会社志田産業 再生樹脂
大作商事株式会社 再生樹脂
明円工業株式会社 土木建築用資材
株式会社志田産業 再生樹脂
大作商事株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材

夕張市

岩見沢市

苫小牧市

稚内市

美唄市

芦別市

夕張市真谷地リサイクルセンター

岩見沢市リサイクルセンター

明円工業株式会社

稚内市リサイクルセンター

美唄市旧リサイクルセンター

芦別市資源ごみ保管施設

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

明円工業株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

田中石灰工業株式会社

55

754

1,070

508

370

380

191

51

667

1,603

745

339

421

183

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合
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組合名
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有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
日用雑貨・その他
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料

紋別市

士別市

名寄市

三笠市

根室市

千歳市

恵庭市

北広島市

北斗市

七飯町

森町

八雲町

紋別リサイクルセンター

士別市リサイクルセンター

名寄市リサイクルセンターストックヤード

三笠市みどりが丘環境センターリサイク
ルプラザ

根室市資源再生センター

千歳市リサイクルセンター

恵庭市リサイクルセンター

北広島市資源リサイクルセンター

北斗市一般廃棄物資源ごみ保管施設

資源ごみ（その他プラ）ストックヤード

森町リサイクルプラザ

八雲町リサイクルセンター

田中石灰工業株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社北海道木村

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

400

356

350

110

245

121

934

580

79

311

130

80

125

419

375

353

106

232

170

963

586

81

307

146

79

123

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
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都道府
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市町村又は
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新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
日用雑貨・その他
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
日用雑貨・その他
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

蘭越町

ニセコ町

真狩村

留寿都村

喜茂別町

京極町

倶知安町

奈井江町

栗山町

月形町

浦臼町

鷹栖町

中富良野町

綜合リサイクルパーク

資源ごみストックヤード３

資源ごみストックヤード３

資源ごみストックヤード３

比羅岡リサイクルパーク

琴平リサイクルセンター

琴平リサイクルセンター

浦臼町地力増進施設

栗山町資源リサイクルセンター

月形町リサイクルセンター

浦臼町地力増進施設

鷹栖町資源ごみストックヤード

富良野生活圏資源回収センター

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社北海道木村

新日鐵住金株式会社

株式会社北海道木村

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

田中石灰工業株式会社

45

40

19

35

45

48

180

52

165

64

15

15

70

326

75

37

10

37

37

59

202

50

136

65

14

14

57

314

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料

和寒町

剣淵町

下川町

美深町

音威子府村

浜頓別町

中頓別町

枝幸町

美幌町

津別町

斜里町

清里町

小清水町

士別市リサイクルセンター

士別市リサイクルセンター

名寄市リサイクルセンターストックヤード

名寄市リサイクルセンターストックヤード

名寄市リサイクルセンターストックヤード

浜頓別町資源物ストックヤード

中頓別町一般廃棄物埋立処理施設

枝幸リサイクルセンター

美幌町リサイクルセンター

津別町リサイクルセンター

斜里町リサイクルセンター

清里町リサイクルセンター

有限会社　網走三協資源リサイクルセン
ター

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

田中石灰工業株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

40

30

52

77

16

14

8

65

302

70

143

40

46

37

31

52

71

13

10

7

60

272

67

137

37

40

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＪＦＥプラリソース株式会社 32 50 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

大空町

浦河町

えりも町

士幌町

鹿追町

新得町

清水町

浦幌町

厚岸町

浜中町

白糠町

別海町

根室北部廃
棄物処理広
域連合
十勝環境複
合事務組合

大空町リサイクルセンターストックヤード

浦河町クリーンプラザ

えりも町リサイクルセンター

士幌町リサイクルセンター

鹿追町廃棄物再生利用施設

新得町リサイクルセンターストックヤード

清水町リサイクルセンター

浦幌町リサイクルセンター

厚岸町ストックヤード・厚岸町ごみ処理
場中間処理施設（一時保管施設）

浜中町リサイクルセンター

白糠町クリーンセンター

別海町資源物保管庫

根室北部廃棄物処理広域連合リサイク
ルセンターくるっと

十勝リサイクルプラザ

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

田中石灰工業株式会社

63

65

3

154

82

67

55

36

18

41

71

127

230

3,068

57

50

5

153

83

62

65

32

15

39

71

127

229

3,369

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 大作商事株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 根来産業株式会社 日用雑貨・その他

明円工業株式会社 土木建築用資材
株式会社高田製作所 工業部品
株式会社志田産業 再生樹脂
大作商事株式会社 再生樹脂
明円工業株式会社 土木建築用資材
株式会社志田産業 再生樹脂
大作商事株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材

南空知公衆
衛生組合

岩内地方衛
生組合

北部檜山衛
生センター組
合
羽幌町外２
町村衛生施
設組合
西天北五町
衛生施設組
合
南十勝複合
事務組合

安平・厚真行
政事務組合

渡島西部広
域事務組合

池北三町行
政事務組合

遠軽地区広
域組合

南部後志衛
生施設組合

大雪清掃組
合

南空知リサイクルパーク

リサイクルセンター１

リサイクルセンター施設ストックヤード

きらりサイクル工房ストックヤード棟

西天北資源物ストックヤード

南十勝環境衛生センターストックヤード

明円工業株式会社

渡島西部衛生センター

銀河クリーンセンターストックヤード

遠軽地区広域組合リサイクルセンター

南後志清掃センター

リサイクルプラザたいせつ

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

明円工業株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

田中石灰工業株式会社

369

150

32

177

88

106

146

82

275

314

32

167

382

138

34

163

85

86

174

69

277

294

23

156

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他

青森県

平取町外２
町衛生施設
組合
留萌南部衛
生組合

青森市

黒石市

つがる市

平川市

藤崎町

平取町外２町衛生施設組合清掃セン
ター

留萌市美サイクル館

ＥＣＯプラザ青森

弘前地区資源保管ヤード

青森県エコ・リサイクル事業協同組合つ
がる地区資源保管ヤード

弘前地区資源保管ヤード

弘前地区資源保管ヤード

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社青南商事

株式会社青南商事

株式会社青南商事

株式会社青南商事

株式会社青南商事

160

660

932

131

190

112

77

142

270

953

133

216

112

83

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
土木建築用資材

日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
土木建築用資材

三和産業株式会社 再生樹脂
園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂

岩手県

田舎館村

中泊町

六ヶ所村

西海岸衛生
処理組合

十和田地域
広域事務組
合

盛岡市

花巻市

弘前地区資源保管ヤード

株式会社竹内組保管施設

有限会社遠藤商店

西海岸衛生処理組合粗大ごみ処理施
設

有限会社遠藤商店

盛岡・紫波地区環境施設組合清掃セン
ター

花巻市清掃センター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社湯沢クリーンセンター

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社青南商事

株式会社青南商事

12

4

3

15

264

710

370

10

5

1

12

271

773

314

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

北上市

遠野市

奥州市

葛巻町

西和賀町

金ケ崎町

大槌町

久慈広域連
合

盛岡・紫波地
区環境施設
組合

株式会社　北日本環境保全鬼柳工場

有限会社遠野地区清掃社

新星興産株式会社

資源物保管施設

資源物ストックヤード（卸町）

上平資源物保管施設

株式会社　北日本環境保全鬼柳工場

岩手カレットセンター株式会社高橋商
店

大槌町リサイクルセンター

株式会社ノブタ興業・洋野リサイクルセ
ンター

盛岡・紫波地区環境施設組合清掃セン
ター

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社青南商事

秋田エコプラッシュ株式会社

607

120

56

55

139

18

17

36

30

85

332

574

161

55

52

136

29

21

41

33

88

404

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 新港リサイクル株式会社 パレット
ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
土木建築用資材

三和産業株式会社 再生樹脂
園芸農業用資材
土木建築用資材

宮城県 仙台市

一関地区広
域行政組合

宮古地区広
域行政組合

滝沢・雫石環
境組合

一関清掃センターリサイクルプラザ

大東清掃センター

みやこ広域リサイクルセンター（再生品
保管施設・資源物保管庫）

滝沢・雫石環境組合雫石センター

新港リサイクル株式会社本社工場（プラ
スチックベール化施設）

秋田エコプラッシュ株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社青南商事

株式会社湯沢クリーンセンター

新港リサイクル株式会社

株式会社ジェー・エー・シー

270

150

399

14

9,870

2,630 2,509

243

140

321

11

9,582

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

マルイ商事株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日用雑貨・その他
東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材

園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

女川町 女川町クリーンセンター 有限会社築館クリーンセンター 2 2 材料リサイクル
南三陸町 南三陸町ストックヤード 有限会社築館クリーンセンター 2 1 材料リサイクル

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

塩竈市

登米市

富谷町

黒川地域行
政事務組合

亘理名取共
立衛生処理
組合

宮城東部衛
生処理組合

新浜リサイクルセンター

資源化共同施設

協業組合富谷環境リサイクルセンター
十実輻

環境管理センター

名取クリーンセンター

亘理清掃センター

資源物分別施設

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社青南商事

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社ジェー・エー・シー

350

120

647

511

680

16

1,019

619

12

339

137

655

510

958

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

園芸農業用資材
再生樹脂

秋田県

山形県

仙南地域広
域行政事務
組合

大崎地域広
域行政事務
組合

能代市

横手市

北秋田市

湯沢雄勝広
域市町村圏
組合
鶴岡市

仙南リサイクルセンター

大崎広域リサイクルセンター

畑リサイクルセンター

横手市ペットボトル等処理センター

北秋田市クリーンリサイクルセンター

湯沢雄勝リサイクルセンター

鶴岡市リサイクルプラザ

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社ジェー・エー・シー

秋田エコプラッシュ株式会社

新日鐵住金株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

秋田エコプラッシュ株式会社

1,000

370

166

160

78

150

663

1,102

313

145

130

56

133

602

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

福島県

東根市外二
市一町共立
衛生処理組
合

置賜広域行
政事務組合

福島市

郡山市

リサイクルセンター

置賜広域行政事務組合千代田クリーン
センターリサイクルプラザ

あぶくまクリーンセンター

郡山市富久山クリーンセンターリサイク
ルプラザ

秋田エコプラッシュ株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社青南商事

547

821

1,350

1,200

522

812

1,223

1,199

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

土木建築用資材
三和産業株式会社 再生樹脂

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

東北積水樹脂株式会社 土木建築用資材
園芸農業用資材
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット

日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＳ 日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社新潟成型 日用雑貨・その他
タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
株式会社エーアールシー プラスチック板
新潟擬木株式会社 棒・杭・擬木
日新工業株式会社 再生樹脂
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社フューチャー 再生樹脂

いわき市

相馬市

檜枝岐村

新地町

伊達地方衛
生処理組合

石川地方生
活環境施設
組合

いわき市リサイクルプラザクリンピーの家

株式会社相馬リサイクルセンター

ウィズペットボトルリサイクル株式会社栃
木工場

（有）斎藤商店

伊達地方衛生処理組合清掃センター

きららクリーンセンター

株式会社ジェー・エー・シー

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

株式会社ジェー・エー・シー

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社二瓶商店

株式会社エーアールシー

1,443

921

46

2

36

112

236

100

1,452

953

49

3

31

111

281

91

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

マルイ商事株式会社

政大産業株式会社

有限会社トーセツ

ガス化東白衛生組
合

東白衛生組合ペットボトル・その他プラ
製容器包装保管施設

昭和電工株式会社 30 23

工業原料

工業原料

合成ガス 昭和電工株式会社

合成ガス 昭和電工株式会社

須賀川地方
保健環境組
合

須賀川地方衛生センター 昭和電工株式会社 38 35 ガス化

15 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

マルマンテクノロジー株式会社 日用雑貨・その他
ＰＳ 日新工業株式会社 再生樹脂

株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社新潟成型 日用雑貨・その他
タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
株式会社エーアールシー プラスチック板
新潟擬木株式会社 棒・杭・擬木
日新工業株式会社 再生樹脂
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社フューチャー 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 日用雑貨・その他

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット

日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＳ 日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社新潟成型 日用雑貨・その他
タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
株式会社エーアールシー プラスチック板
新潟擬木株式会社 棒・杭・擬木
日新工業株式会社 再生樹脂
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社フューチャー 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 日用雑貨・その他
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

白河地方広
域市町村圏
整備組合

喜多方地方
広域市町村
圏組合

安達地方広
域行政組合

会津若松地
方広域市町
村圏整備組
合

南会津地方
環境衛生組
合

西白河地方リサイクルプラザ

喜多方地方広域市町村圏組合環境セ
ンター山都工場

もとみやクリーンセンターリサイクルセン
ター

会津若松地方広域市町村圏整備組合
リサイクルセンター

東部クリーンセンターストックヤード

株式会社エーアールシー

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社二瓶商店

株式会社エーアールシー

新日鐵住金株式会社

574

330

694

1,142

27

551

278

683

1,151

26

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

有限会社トーセツ

16 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 相模化学工業株式会社 再生樹脂
ＰＥＴ 小島産業株式会社 日用雑貨・その他

株式会社隆昇工業 土木建築用資材
タイボープロダクツ株式会社 再生樹脂
リプロントーワ株式会社 日用雑貨・その他
ミツワ樹脂工業株式会社 日用雑貨・その他
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

土木建築用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社青南商事 パレット
株式会社土屋 園芸農業用資材

ＪＦＥプラリソース株式会社 36 41 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
株式会社天源 再生樹脂
株式会社エフピコ 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材

越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

茨城県 土浦市

古河市

ひたちなか
市

潮来市

神栖市

東海村

西部環境センターストックヤード及び
ペットボトル圧縮梱包作業場

東関東リサイクルパーク

古河市資源置場

ひたちなか市資源リサイクルセンター

株式会社ウィズウェイストジャパン東関
東リサイクルパーク

神栖市第二リサイクルプラザ

東海村清掃センターストックヤード

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社青南商事

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

太誠産業株式会社

有限会社丸松産業

秋田エコプラッシュ株式会社

16

52

644

355

370

18

17

240

13

76

642

323

310

11

17

210

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社５３０の会

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

オリックス資源循環株式会社 359 392 ガス化
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

オリックス資源循環株式会社 2,000 2,088 ガス化
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

栃木県

江戸崎地方
衛生土木組
合
筑西広域市
町村圏事務
組合
常総地方広
域市町村圏
事務組合

新治地方広
域事務組合

宇都宮市

鹿沼市

富津プラスチックリサイクル工場

結城市資源物ストックヤード

常総環境センター

環境クリーンセンターストックヤード

エコプラセンター下荒針

鹿沼市環境クリーンセンター

リ・パレット株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社エコスファクトリー

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

200

15

191

28

200

1,000

530

200

10

217

28

203

1,024

487

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

ＰＳ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
日用雑貨・その他

岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社山下化成工業 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

群馬県

芳賀町

那須町

栃木地区広
域行政事務
組合
小山広域保
健衛生組合

前橋市

沼田市

館林市

富岡市

ウィズペットボトルリサイクル株式会社栃
木工場

株式会社真田ジャパン

栃木地区広域行政事務組合とちぎク
リーンプラザ

ウィズペットボトルリサイクル株式会社栃
木工場

荻窪清掃工場

ウィズペットボトルリサイクル株式会社
栃木工場

株式会社関商店茨城工場

富岡市資源化センター

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

株式会社加藤商事

秋田エコプラッシュ株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

新日鐵住金株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

66

254

16

1,400

166

1,319

237

460

179

62

85

16

1,342

192

1,230

227

457

171

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

越谷金属株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂

甘楽町

吾妻東部衛
生施設組合

甘楽町一般廃棄物最終処分場（白倉）

吾妻環境株式会社第２倉庫

株式会社エコスファクトリー

株式会社エコスファクトリー

15

142

9

130

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
北辰機材株式会社 土木建築用資材
有限会社トーセツ 棒・杭・擬木

オリックス資源循環株式会社 270 237 ガス化
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

昭和電工株式会社 2,997 2,788 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
ＰＳ 再生樹脂

パレット
日用雑貨・その他

昭和電工株式会社 1,151 1,082 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
株式会社天源 再生樹脂
株式会社エフピコ 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材

越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット

川口市 朝日環境センター ジャパン・リサイクル株式会社 3,050 3,171 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
所沢市東部クリーンセンター 昭和電工株式会社 2,600 2,381 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂

埼玉県

太田市外三
町広域清掃
組合

さいたま市

川越市

所沢市

太田市外三町広域清掃組合リサイクル
プラザ

さいたま市東部リサイクルセンター

有限会社太盛　リサイクルセンター

川越市資源化センター

所沢市西部クリーンセンター 株式会社エコスファクトリー

北辰機材株式会社

新日鐵住金株式会社

太誠産業株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社富山環境整備

有限会社丸松産業

155

306

940

603

2,399

286

78

143

662

2,335

287

109

130

218

220

1,292

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

有限会社５３０の会

株式会社富山環境整備

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

土木建築用資材
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

昭和電工株式会社 2,671 2,546 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
ウェステックエナジー株式会社 43 42 材料リサイクル
ジャパン・リサイクル株式会社 413 398 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

有限会社築館クリーンセンター 624 583 材料リサイクル
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材

飯能市

東松山市

狭山市

株式会社リステム　広瀬工場

ウィズペットボトルリサイクル株式会社
栃木工場

株式会社太誠産業　狭山第２工場

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社エコスファクトリー

705

876

200

697

845

184

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

オリックス資源循環株式会社 1,369 1,262 ガス化
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
電力・通信用資材

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

鴻巣市

入間市

朝霞市

有限会社太盛　リサイクルセンター

ウィズペットボトルリサイクル株式会社
栃木工場

株式会社リステム　広瀬工場

朝霞市クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

サン商事株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社エコスファクトリー

685

160

185

1,155

2,300

850

2,248

800

607

159

182

1,106

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社太和ホールディング

越谷金属株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社エコマテリアル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

桶川市 株式会社関商店　茨城工場 昭和電工株式会社 850 857 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

株式会社エコパレット滋賀 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
北辰機材株式会社 土木建築用資材
有限会社トーセツ 棒・杭・擬木
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

有限会社築館クリーンセンター 576 559 材料リサイクル
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

和光市

北本市

坂戸市

幸手市

ふじみ野市

伊奈町

三芳町

和光市リサイクル保管場

ウィズペットボトルリサイクル株式会社
栃木工場

株式会社リステム　大里工場

ウィズペットボトルリサイクル株式会社栃
木工場

有限会社　太盛リサイクルセンター

伊奈町クリーンセンター

株式会社スガワラ　勝瀬リサイクル工場

新日鐵住金株式会社

北辰機材株式会社

株式会社エコスファクトリー

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

リ・パレット株式会社

新日鐵住金株式会社

710

200

1,226

143

1,458

560

622

582

654

708

193

1,211

135

1,434

545

588

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

ＰＰ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ 秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
株式会社天源 再生樹脂
株式会社エフピコ 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材

越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
株式会社天源 再生樹脂
株式会社エフピコ 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材

越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
有限会社テクノプラス 再生樹脂

川島町

吉見町

杉戸町

久喜宮代衛
生組合

志木地区衛
生組合

蕨戸田衛生
センター組合

埼玉西部環
境保全組合

川島町環境センター

ウィズペットボトルリサイクル株式会社
栃木工場

ウィズペットボトルリサイクル株式会社
栃木工場

株式会社ウィズウェイストジャパン　清久
リサイクルセンター

志木地区衛生組合富士見環境セン
ター

蕨戸田衛生センター組合　リサイクルプ
ラザ

川角リサイクルプラザ

有限会社丸松産業

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

有限会社丸松産業

リ・パレット株式会社

有限会社丸松産業

195

330

477

3,090

1,831

980

775

177

310

488

3,116

1,876

1,117

753

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＳ

ＰＥＴ

有限会社５３０の会

有限会社５３０の会
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

有限会社５３０の会 土木建築用資材
株式会社天源 再生樹脂
株式会社エフピコ 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材

越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

千葉県 銚子市

市川市

館山市

ガラスリソーシング株式会社第二工場

日鉄住金物流君津株式会社市川リサイ
クル工場

アンビ環境株式会社資源物ストックヤー
ド

株式会社エコスファクトリー

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

87

240

5,050

153

218

4,916

178

111

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

ＰＰ

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ 秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

有限会社５３０の会
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
ＰＳ 株式会社プラテック 土木建築用資材

東洋科学川島工業株式会社 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

株式会社レイ・モンド 107 103 材料リサイクル
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂

木更津市

松戸市

野田市

成田市

佐倉市

柏市

株式会社佐久間木更津リサイクルセン
ター

日暮クリーンセンター

野田市リサイクルセンター

株式会社市川環境エンジニアリング習
志野リサイクルセンター

株式会社佐久間佐倉リサイクルセン
ター

プラスチックごみ圧縮保管施設

リ・パレット株式会社

株式会社バースヴィジョン

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社エコスファクトリー

株式会社エコスファクトリー

648

2,310

2,390

1,873

1,308

910

4,600

674

2,320

2,382

1,575

613

874

4,519

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

流山市 流山市リサイクルプラザ・リサイクル館 ジャパン・リサイクル株式会社 741 458 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂

勝浦市

我孫子市

君津市

ウィズペットボトルリサイクル株式会社
栃木工場

プラスチック中間処理施設

株式会社佐久間君津リサイクルセン
ター

新日鐵住金株式会社

リ・パレット株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

180

1,423

475

172

1,400

423

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂
株式会社慶興総建 棒・杭・擬木

再生樹脂
株式会社慶興総建 棒・杭・擬木

再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

富津市

四街道市

八街市

栄町

大多喜町

柏・白井・鎌
ケ谷環境衛
生組合

共同リサイクル株式会社多古リサイクル
センター

大多喜町環境センター

柏市第二最終処分場

富津プラスチック資源化工場

四街道市クリーンセンター

株式会社佐久間佐倉リサイクルセン
ター

新日鐵住金株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

株式会社慶興総建

新日鐵住金株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

新日鐵住金株式会社

リ・パレット株式会社

559

190

41

920

441

100

8

417

78

13

614

155

33

936

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

コークス炉化学原料

ＰＳ

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット

リサイクルセンター エム・エム・プラスチック株式会社 1,739 1,678 材料リサイクル

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社

株式会社エコマテリアル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット

相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木

東京都

匝瑳市ほか
二町環境衛
生組合
印西地区環
境整備事業
組合

千代田区

共同リサイクル株式会社多古リサイクル
センター

株式会社佐久間印西リサイクルセン
ター

株式会社トベ商事第７作業所

リ・パレット株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

太誠産業株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

87

743

193

192

69

768

227

230

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

株式会社佐久間白井リサイクルセン
ター

株式会社レイ・モンド 573 571 材料リサイクル

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂
株式会社慶興総建 棒・杭・擬木

再生樹脂
株式会社慶興総建 棒・杭・擬木

再生樹脂
ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材

中央区

港区

株式会社要興業　城南島リサイクルセン
ター

港資源化センター

株式会社慶興総建

太誠産業株式会社

株式会社エコスファクトリー

254

255

880

251

250

1,032

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂

新宿区 株式会社トベ商事第７作業所

太誠産業株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

681

50

1,200

300

561

57

1,168

304

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社エコリーフ 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

文京区

江東区

品川区

株式会社要興業第１入谷リサイクルセン
ター

リサイクルポート

ＪＲ東日本東京資源循環センター

株式会社加藤商事

株式会社エコスファクトリー

エム・エム・プラスチック株式会社

1

2,664

970

0

2,484

973

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂

目黒区 京浜島リサイクルセンターリバース２００２ 昭和電工株式会社 1,867 1,714 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

昭和電工株式会社 1,857 1,890 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

大田区

中野区

練馬区

杉並区

大田区リサイクル事業協同組合資源プ
ラスチック中間処理施設

株式会社トベ商事第７作業所

柳金属株式会社　新倉リサイクルセン
ター

大谷清運株式会社リサイクルプラントリ
ボーン

新日鐵住金株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

株式会社エコスファクトリー

昭和電工株式会社

102

327

200

62

341

198

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ガス化

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

合成ガス4,100 3,942

タイボープロダクツ株式会社

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

昭和電工株式会社 工業原料
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
昭和電工株式会社 1,700 1,546 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
昭和電工株式会社 1,027 1,002 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料

相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

葛飾区

江戸川区

株式会社市川環境エンジニアリング習
志野リサイクルセンター

江環保エコセンター

新日鐵住金株式会社

リ・パレット株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

4,512

1,200

1,540

4,381

1,062

1,512

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社

36 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
相模化学工業株式会社 再生樹脂
関越資材株式会社 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
高浪化学株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

株式会社瑞希 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 プラスチック板
株式会社エコリーフ 再生樹脂

パレット
棒・杭・擬木

株式会社大利根ビニール 棒・杭・擬木
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

パレット
再生樹脂

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
リ・パレット株式会社 パレット
エム・エム・プラスチック株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社筑波化成 パレット
高浪化学株式会社 再生樹脂
株式会社平成商事 棒・杭・擬木
株式会社瑞希 再生樹脂
ｅｃｏライフ株式会社 再生樹脂
株式会社エコリーフ 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

立川市 立川市総合リサイクルセンター ジャパン・リサイクル株式会社 2,300 2,413 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

株式会社エコパレット滋賀 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
北辰機材株式会社 土木建築用資材
有限会社トーセツ 棒・杭・擬木
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂

八王子市

武蔵野市

青梅市

プラスチック資源化センター

株式会社加藤商事西多摩支店リサイク
ルプラント①

青梅市リサイクルセンター

新日鐵住金株式会社

エム・エム・プラスチック株式会社

株式会社富山環境整備

北辰機材株式会社

株式会社エコスファクトリー

1,126

2,974

1,000

1,582

1,330

1,125

2,938

989

1,692

1,322

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ウェステックエナジー株式会社

タイボープロダクツ株式会社

株式会社富山環境整備

秋田エコプラッシュ株式会社

37 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

土木建築用資材
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

府中市 府中市リサイクルプラザ ＪＦＥプラリソース株式会社 3,174 2,481 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

昭島市 昭島市環境コミュニケーションセンター 株式会社エコスファクトリー 1,330 1,311 材料リサイクル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

38 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社新潟成型 日用雑貨・その他
タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
株式会社エーアールシー プラスチック板
新潟擬木株式会社 棒・杭・擬木
日新工業株式会社 再生樹脂
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社フューチャー 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 日用雑貨・その他

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材

小金井市

小平市

日野市

東村山市

株式会社リステム　リステム大里工場

小平市リサイクルセンター

日野市クリーンセンターストックヤード

加藤商事株式会社エコ工場ＰＨＯＥＮＩ
Ｘ　第１工場

新日鐵住金株式会社

株式会社エーアールシー

株式会社プリテック

株式会社加藤商事

太誠産業株式会社

株式会社エコスファクトリー

1,445

236

500

28

29

200

1,502

250

510

24

29

204

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

ジャパン・リサイクル株式会社 1,941 2,020 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
オリックス資源循環株式会社 1,828 1,664 ガス化

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

国分寺市

国立市

福生市

国分寺市清掃センター

国立市環境センター

株式会社加藤商事西多摩支店

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社エコスファクトリー

972

640

510

814

659

499

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＰ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

東大和市 比留間運送株式会社伊奈平工場 昭和電工株式会社 981 938 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

ジャパン・リサイクル株式会社 740 755 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

清瀬市

東久留米市

加藤商事株式会社エコ工場ＰＨＯＥＮＩ
Ｘ第２工場

加藤商事株式会社エコ工場ＰＨＯＥＮＩ
Ｘ第２工場

株式会社エコスファクトリー

株式会社エコスファクトリー

200

200

207

209

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

武蔵村山市 比留間運送株式会社伊奈平工場 ジャパン・リサイクル株式会社 715 710 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂

多摩市

羽村市

多摩市立資源化センター

羽村市リサイクルセンター（ストックヤー
ド）

新日鐵住金株式会社

株式会社エコスファクトリー

株式会社エコスファクトリー

1,226

896

495

1,195

905

487

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

西東京市 加藤商事株式会社　エコ工場ＰＨＯＥＮ
ＩＸ第２工場

株式会社エコスファクトリー 200 205 材料リサイクル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
ＪＦＥプラリソース株式会社 4,418 4,251 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
昭和電工株式会社 18,647 18,583 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料

協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

神奈川
県

瑞穂町

小笠原村

ふじみ衛生
組合

横浜市

みずほリサイクルプラザ

父島クリーンセンター

ふじみ衛生組合リサイクルセンター

ＪＦＥ環境株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社エコスファクトリー

新日鐵住金株式会社

リ・パレット株式会社

ＪＦＥプラリソース株式会社

2,100

355

1

1,490

7,080

2,126

347

0

1,436

7,039

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
昭和電工株式会社 3,791 3,731 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料

協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

株式会社ホンマ

株式会社兼子　横浜戸塚営業所

ＪＦＥプラリソース株式会社

株式会社エコスファクトリー

10,000

200

9,803

205

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

昭和電工株式会社 7,701 8,202 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料
昭和電工株式会社 5,800 7,235 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料

協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＪＦＥプラリソース株式会社 2,146 2,057 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

川崎市

相模原市

浮島処理センター資源化処理施設

株式会社清和サービス

ＪＦＥプラリソース株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

1,000

321

500

1,284

342

505

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂

ＪＦＥプラリソース株式会社 2,600 2,438 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂

横須賀市 横須賀市リサイクルプラザ ＪＦＥプラリソース株式会社 7,830 7,777 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

平塚市

株式会社ギオンリサイクル

平塚市リサイクルプラザ

株式会社グリーンループ

新日鐵住金株式会社

500

3,291

505

3,241

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

オリックス資源循環株式会社 1,418 1,425 ガス化
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＪＦＥプラリソース株式会社 5,608 5,262 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

逗子市 逗子市環境クリーンセンター ＪＦＥプラリソース株式会社 600 617 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
三浦市 三浦市環境センター 昭和電工株式会社 765 832 ガス化 合成ガス 昭和電工株式会社 工業原料

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット

鎌倉市

藤沢市

小田原市

秦野市

株式会社テクノ・トランス

藤沢市リサイクルセンター

株式会社小田原衛生工業ストックヤード

株式会社タンザワ曽屋保管ヤード

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

新日鐵住金株式会社

リ・パレット株式会社

755

633

500

1,950

1,326

752

589

500

1,857

1,344

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ＪＦＥプラリソース株式会社 1,844 1,783 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂

厚木市

大和市

中央カンセー株式会社　上依知リソース
センター

太誠産業株式会社　国立工場

株式会社グリーンループ

株式会社グリーンループ

500

450

486

455

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

株式会社リプラス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 リ・パレット株式会社 パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材

伊勢原市

海老名市

座間市

南足柄市

伊勢原市第一資源リサイクルセンター

海老名市資源化センター

座間市第２資源リサイクルセンター

あしがら環境保全株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

リ・パレット株式会社

株式会社グリーンループ

852

1,200

1,054

412

798

1,171

1,027

432

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＰ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材

綾瀬市

葉山町

寒川町

綾瀬市リサイクル協同組合

東関東リサイクルパーク

寒川広域リサイクルセンター

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

700

370

2,100

500

680

386

1,982

492

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

山北町

開成町

箱根町

愛川町

清川村

足柄東部清
掃組合

あしがら環境保全株式会社

あしがら環境保全株式会社

あしがら環境保全株式会社

愛川町プラスチック製容器包装中間処
理施設

都市環境サービス株式会社

あしがら環境保全株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

80

114

82

348

29

263

71

113

66

354

26

257

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂

ＰＳ 日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社新潟成型 日用雑貨・その他
タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
株式会社エーアールシー プラスチック板
新潟擬木株式会社 棒・杭・擬木
日新工業株式会社 再生樹脂
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社フューチャー 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 日用雑貨・その他

ＰＳ 日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社新潟成型 日用雑貨・その他
タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
株式会社エーアールシー プラスチック板
新潟擬木株式会社 棒・杭・擬木
日新工業株式会社 再生樹脂
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社フューチャー 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 日用雑貨・その他

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

ＰＳ 日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂

新潟県 新潟市

長岡市

新潟プラスチック油化センター

プラスチックセレクトセンター

白根グリーンタワーストックヤード

環境資源開発株式会社

株式会社エーアールシー

株式会社エーアールシー

太誠産業株式会社

株式会社エーアールシー

2,709

366

3,000

5,159 5,184

2,498

431

3,246

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社日泉 再生樹脂
株式会社フューチャー 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社新潟成型 日用雑貨・その他
タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
株式会社エーアールシー プラスチック板
新潟擬木株式会社 棒・杭・擬木
日新工業株式会社 再生樹脂
日本プラパレット株式会社 パレット
株式会社フューチャー 再生樹脂
マルマンテクノロジー株式会社 日用雑貨・その他

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
有限会社テクノプラス 再生樹脂
有限会社５３０の会 土木建築用資材
株式会社天源 再生樹脂
株式会社エフピコ 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
有限会社テクノプラス 土木建築用資材
越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社エコマテリアル 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
有限会社テクノプラス 土木建築用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材

越谷金属株式会社 パレット
サウスジャパン株式会社 パレット

ウェステックエナジー株式会社 119 133 材料リサイクル
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂

柏崎市

小千谷市

見附市

村上市

糸魚川市

有限会社大日商会

クリーンスポット大原

見附市清掃センター

株式会社エーアールシー坪根工場

信越リサイクルセンター

太誠産業株式会社

有限会社丸松産業

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社プリテック

244

239

767

198

380

56

364

235

230

718

250

351

51

356

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

有限会社５３０の会

丸喜産業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他
再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット

富山県

妙高市

上越市

阿賀野市

佐渡市

魚沼市

南魚沼市

出雲崎町

豊栄郷清掃
施設処理組
合
高岡市

ウェステック環境ソリューションセンター

ウェステック環境ソリューションセンター

株式会社早東商店ストックヤード

佐渡クリーンセンター

新生再資源化センター

不燃ごみ処理施設

太誠産業株式会社新潟下田工場

豊栄郷清掃施設処理組合ストックヤード

株式会社ヒヨシストックヤード

福岡リサイクルセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

太誠産業株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

株式会社富山環境整備

株式会社プリテック

200

2,613

252

298

66

70

25

92

1,030

90

203

2,639

270

247

61

47

33

95

1,006

99

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

株式会社富山環境整備

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他
再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット

魚津市

氷見市

黒部市

小矢部市

射水市

入善町

朝日町

砺波広域圏
事務組合

富山地区広
域圏事務組
合

株式会社魚津清掃公社第２リサイクル
センター

氷見市リサイクルプラザ

有限会社新川リサイクルセンター

株式会社南砺工業所

射水市ミライクル館ストックヤード

有限会社新川リサイクルセンター

金山物産株式会社

株式会社南砺工業所

株式会社富山環境整備

株式会社プリテック

株式会社プリテック

新日鐵住金株式会社

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

新日鐵住金株式会社

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

株式会社プリテック

123

305

60

191

400

106

21

323

470

2,205

120

304

59

187

363

104

20

365

471

2,063

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂

石川県 金沢市

小松市

加賀市

能美市

金沢市戸室リサイクルプラザ

小松市環境美化センター

株式会社きだち

有限会社日本海開発　山口工場

株式会社富山環境整備

福井環境事業株式会社

福井環境事業株式会社

福井環境事業株式会社

5,000

535

384

253

3,578

521

361

237

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

株式会社富山環境整備

中和化成工業株式会社

中和化成工業株式会社

中和化成工業株式会社

57 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他
再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

福井県

川北町

河北郡市広
域事務組合

羽咋郡市広
域圏事務組
合
福井市

鯖江市

有限会社日本海開発　山口工場

河北郡市リサイクルプラザ

羽咋郡市広域圏事務組合リサイクルセ
ンター

福井環境事業株式会社二日市リサイク
ルセンター

株式会社アメニティウエルネス

株式会社富山環境整備

株式会社プリテック

新日鐵住金株式会社

福井環境事業株式会社

福井環境事業株式会社

38

136

339

1,585

14

37

137

311

1,674

13

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社富山環境整備

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

中和化成工業株式会社

中和化成工業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂

山梨県

坂井市

おおい町

南越清掃組
合

山梨市

北杜市

甲斐市

笛吹市

甲州市

中央市

丹波山村

峡南衛生組
合

福井環境事業株式会社二日市リサイク
ルセンター

大飯リサイクルセンター

南越清掃組合第２清掃センター

株式会社田丸　峡東営業所

国土興産株式会社

株式会社田丸　南アルプス営業所

株式会社田丸　石和営業所

株式会社田丸　峡東営業所

株式会社田丸　南アルプス営業所

株式会社田丸　石和営業所

株式会社田丸　南アルプス営業所

福井環境事業株式会社

新日鐵住金株式会社

福井環境事業株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社湯沢クリーンセンター

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社湯沢クリーンセンター

270

40

1,236

86

18

37

210

147

12

2

99

269

37

1,260

82

19

43

267

149

12

2

91

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

中和化成工業株式会社

中和化成工業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 再生樹脂

パレット
日用雑貨・その他

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
土木建築用資材

エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
進栄化成株式会社 再生樹脂
和光技研工業株式会社 土木建築用資材
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

タカプラリサイクル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

古河電気工業株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
日用雑貨・その他

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
日新工業株式会社 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

再生樹脂
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社永島化成 再生樹脂

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料

長野県

中巨摩地区
広域事務組
合
長野市

上田市

岡谷市

飯田市

株式会社田丸　南アルプス営業所

プラスチック製容器包装圧縮梱包施設

株式会社水工技建

小柳産業株式会社

有限会社成山商店第３工場

前田産業株式会社倉庫

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社富山環境整備

太誠産業株式会社

株式会社シーピーアール

株式会社シーピーアール

株式会社シーピーアール

株式会社エコスファクトリー

太誠産業株式会社

新日鐵住金株式会社

280

3,649

1,267

500

385

400

200

700

433

272

3,584

1,188

494

472

375

227

693

441

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

株式会社富山環境整備

秋田エコプラッシュ株式会社

株式会社リプラス

株式会社エコマテリアル

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

須坂市

小諸市

伊那市

中野市

大町市

飯山市

茅野市

塩尻市

佐久市

東御市

安曇野市

小海町

佐久穂町

軽井沢町

御代田町

松川町

高森町

須坂市ストックヤード

イー・ステージ株式会社

株式会社信州ウェイスト箕輪工場

豊田興産株式会社中野選別保管施設

大町市環境プラントリサイクルパーク

ウェステック環境ソリューションセンター

有限会社信濃環境衛生舎塩沢リサイク
ル処理センター

前田産業株式会社ストックヤード

うな沢第２最終処分場

有限会社三井金属資源回収施設

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター
株式会社　平元商店

株式会社平元商店

軽井沢町じん芥処理場

イー・ステージ株式会社

東京スプレー株式会社飯田工場

東京スプレー株式会社飯田工場

新日鐵住金株式会社

株式会社シーピーアール

株式会社シーピーアール

株式会社シーピーアール

株式会社プリテック

株式会社シーピーアール

新日鐵住金株式会社

株式会社シーピーアール

株式会社シーピーアール

株式会社シーピーアール

株式会社シーピーアール

新日鐵住金株式会社

株式会社シーピーアール

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社シーピーアール

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

530

400

746

230

108

198

180

576

926

315

400

26

100

200

135

157

146

530

390

758

214

105

203

162

560

926

309

395

28

87

207

129

159

152

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

阿南町

阿智村

平谷村

下條村

売木村

天龍村

泰阜村

喬木村

豊丘村

大鹿村

麻績村

生坂村

筑北村

池田町

松川村

白馬村

小谷村

小布施町

信濃町

恵那興業株式会社リサイクルセンター

東京スプレー株式会社飯田工場

東京スプレー株式会社飯田工場

東京スプレー株式会社飯田工場

株式会社恵那興業リサイクルセンター

株式会社恵那興業リサイクルセンター

東京スプレー株式会社飯田工場

東京スプレー株式会社飯田工場

東京スプレー株式会社飯田工場

東京スプレー株式会社飯田工場

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

株式会社あずさ環境保全資源物保管
ピット

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

豊田興産株式会社中野選別保管施設

黒姫ホームサービス倉庫

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

太誠産業株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社シーピーアール

新日鐵住金株式会社

55

79

3

38

5

15

13

63

70

15

17

6

20

54

49

23

8

68

24

52

81

3

41

4

15

13

58

77

15

16

6

18

50

45

22

8

64

29

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ＰＳ 株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
棒・杭・擬木
棒・杭・擬木

有限会社相模原リサイクルセンター 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

再生樹脂
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ウェステックエナジー株式会社 190 184 材料リサイクル
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット
ＰＳ 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＥＴ さいたまエコシート株式会社 プラスチック板
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社アンドー 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

ウェステックエナジー株式会社 81 87 材料リサイクル
土木建築用資材
棒・杭・擬木

三和産業株式会社 再生樹脂
小布施工業株式会社 工業部品

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

岐阜県

小川村

飯綱町

川西保健衛
生施設組合
葛尾組合

伊北環境行
政組合
伊南行政組
合

木曽広域連
合
松塩地区広
域施設組合

大垣市

高山市

関市

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

株式会社Ｇ・フレンドリー　リサイクルセ
ンター

有限会社三井金属資源回収施設

葛尾組合ストックヤード

信州ウェイスト箕輪工場　ストックヤード

東京スプレー株式会社飯田工場

株式会社光商会上田プレス工場

松本クリーンセンター容器包装リサイク
ル施設

大垣市リサイクルセンター

高山清掃事業株式会社リサイクル高山
工場

その他プラスチック減容施設（関市浄化
センター）

株式会社湯沢クリーンセンター

株式会社シーピーアール

共和観光株式会社

株式会社岐阜リサイクルセンター

株式会社プリテック

太誠産業株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社シーピーアール

新日鐵住金株式会社

株式会社シーピーアール

株式会社パックス

11

188

789

460

630

40

50

95

380

625

680

639

719

157

750

12

49

87

341

474

609

39

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

築地産業有限会社

タイボープロダクツ株式会社

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

タイボープロダクツ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他
再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

羽島市

瑞穂市

飛騨市

本巣市

郡上市

小森産業株式会社

株式会社山田組リサイクルセンター

株式会社美濃環境保全社リサイクルセ
ンター

有限会社　飛騨エコノス

株式会社美濃環境保全社リサイクルセ
ンター

郡上クリーンセンター

株式会社パックス

株式会社岐阜リサイクルセンター

株式会社プリテック

株式会社富山環境整備

株式会社プリテック

株式会社プリテック

80

430

67

138

166

81

152

415

56

138

160

85

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

株式会社富山環境整備

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

棒・杭・擬木
ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他

パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット

岐南町

笠松町

神戸町

輪之内町

安八町

揖斐川町

大野町

高島衛生工業有限会社岐南リサイクル
センター

有限会社内田商会北及工場

中央清掃株式会社　安八リサイクルセン
ター

中央清掃株式会社安八リサイクルセン
ター

中央清掃株式会社　安八リサイクルセン
ター

いびがわエコドーム

株式会社美濃環境保全社リサイクルセ
ンター

株式会社美濃環境保全社リサイクルセ
ンター

株式会社岐阜リサイクルセンター

株式会社パックス

株式会社パックス

株式会社岐阜リサイクルセンター

新日鐵住金株式会社

株式会社岐阜リサイクルセンター

株式会社岐阜リサイクルセンター

株式会社プリテック

68

46

10

20

4

67

10

105

52

43

9

19

3

62

11

108

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

65 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

池田町

北方町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

東白川村

池田町リサイクルセンター

北方町リサイクルセンター

小森産業株式会社

ひまわりクリーンセンター

ひまわりクリーンセンター

ひまわりクリーンセンター

ひまわりクリーンセンター

株式会社パックス

株式会社岐阜リサイクルセンター

株式会社パックス

株式会社パックス

株式会社パックス

株式会社パックス

株式会社パックス

96

39

6

32

15

50

6

85

39

7

29

15

55

6

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材

静岡県

白川村

南濃衛生施
設利用事務
組合
浜松市

白川村リサイクルハウス

養老ドリームパーク清掃センター

平和最終処分場資源物ストックヤード

有限会社中部カレット浜北

リサイクルクリーンストックヤード

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

福井環境事業株式会社

株式会社プリテック

株式会社グリーンループ

13

8

6,199

500

386

120

10

6

6,026

490

500

136

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ

中和化成工業株式会社

丸喜産業株式会社

丸喜産業株式会社

株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

土木建築用資材
棒・杭・擬木

沼津市

有限会社明治商会資源センター

イナサストックヤード

有限会社西遠デトリー保管施設

沼津市中継・中間処理施設

伊豆市土肥リサイクルセンター

株式会社パックス

株式会社パックス

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

共和観光株式会社

48

117

127

2,470

3

53

95

119

2,351

1

材料リサイクル

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

タイボープロダクツ株式会社

タイボープロダクツ株式会社

築地産業有限会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

三和産業株式会社 再生樹脂
小布施工業株式会社 工業部品
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

富士市

磐田市

掛川市

安藤紙業株式会社富士川営業所

中遠広域粗大ごみ処理施設

中遠環境保全株式会社ストックヤード

株式会社グリーンループ

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

1,926

2,197

1,060

1,847

2,202

1,032

材料リサイクル

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

袋井市

裾野市

湖西市

伊豆市

容器包装資源化センター

エコポート裾野

湖西市環境センター

エコポート伊豆

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

779

328

425

293

762

305

388

279 材料リサイクル

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

ＰＰ

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット

菊川市

伊豆市土肥リサイクルセンター

株式会社中部カレット大須賀工場

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

16

412

13

381

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

ＰＰ

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

伊豆の国市

清水町

長泉町

森町

牧之原市御
前崎市広域
施設組合

伊豆の国市韮山リサイクルプラザ

エコポート駿東

太誠産業株式会社長泉工場

容器包装資源化センター

環境保全センター（リサイクルセンター）

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

株式会社グリーンループ

450

485

610

195

440

493

459

577

181

405

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社アイテクノス

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ウェステックエナジー株式会社 433 435 材料リサイクル
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
梅田商工株式会社 再生樹脂

再生樹脂
岐北化学株式会社 パレット
株式会社トウエイ製作所 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

パレット
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

933 1,116 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ

株式会社リプラス

株式会社斉藤商店 67 57 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

中和化成工業株式会社

愛知県 名古屋市 株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリング　名
古屋処理事業所

新日鐵住金株式会社 22,219 21,096

福井環境事業株式会社 800 780

株式会社グリーンループ

志太広域事
務組合

吉田町牧之
原市広域施
設組合

株式会社　志太紙業

有限会社東洋商事

新日鐵住金株式会社

新日鐵住金株式会社

3,112

533

3,065

543

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
梅田商工株式会社 再生樹脂

再生樹脂
岐北化学株式会社 パレット
株式会社トウエイ製作所 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

パレット
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック パレット

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

尾張テクアス株式会社 株式会社グリーンループ 1,000 992 材料リサイクル ＰＳ

789 材料リサイクル

コークス炉化学原料

株式会社斉藤商店 60 60 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

一宮市 木曽川環境クリーン株式会社 新日鐵住金株式会社 1,440 1,129 コークス炉化学原料化

株式会社シーピーアール 1,000

岡崎市 合資会社三河公益社川原崎支店 新日鐵住金株式会社 1,100 983 コークス炉化学原料化

中部保全株式会社ＥＣＯプラザ幸田営
業所

新日鐵住金株式会社 1,100 1,085

豊橋市 豊橋市プラスチックリサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 3,000 2,852 コークス炉化学原料化

株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリング　名
古屋処理事業所

新日鐵住金株式会社 324 161 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリング　名
古屋処理事業所

新日鐵住金株式会社 502 385 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社太和ホールディング

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材

株式会社太和ホールディング

株式会社アイテクノス

半田市 株式会社エイゼン半田工場 株式会社グリーンループ 1,220 1,220 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ

株式会社リプラス

ＰＥ

ＰＰ

株式会社太和ホールディング

株式会社エコマテリアル

株式会社リプラス
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂

再生樹脂
岐北化学株式会社 パレット
株式会社トウエイ製作所 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

パレット
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

津島市 津島市鹿伏兎リサイクルセンター 株式会社グリーンループ 538 529 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

春日井市 株式会社レジオン　小牧工場 株式会社斉藤商店 2,700 2,951 材料リサイクル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合
タイボープロダクツ株式会社

安城市 安城プラスチックリサイクルセンター 株式会社グリーンループ 1,200 1,142 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

豊田市 豊田市プラスチック製容器包装資源化
施設

株式会社パックス 2,000 1,886 材料リサイクル

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

刈谷市 刈谷市不燃物埋立場 新日鐵住金株式会社 1,100 1,020
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三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料

蒲郡市 株式会社中部カレット為当工場 新日鐵住金株式会社 383 276 コークス炉化学原料化

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ

コークス炉化学原料

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

西尾市 西尾市クリーンセンター 株式会社グリーンループ 900 897
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指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日本コークス工業株式会社 工業原料
ＰＳ 再生樹脂

再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット

株式会社パックス 432 438江南市
ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社愛北リサイクル犬山保管セン
ター

材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

タイボープロダクツ株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合
タイボープロダクツ株式会社

常滑市 株式会社テクア　資源リサイクルセン
ター

株式会社グリーンループ 350 405 材料リサイクル

犬山市 株式会社愛北リサイクル犬山保管セン
ター

株式会社パックス 589 562 材料リサイクル
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平成26年4月2日現在

都道府
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市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット

株式会社パックス 668 671 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

タイボープロダクツ株式会社

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

東海市 株式会社上野清掃社　エコステーション 新日鐵住金株式会社 147 144 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社リプラス

株式会社太和ホールディング

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

ＰＳ

ＰＥ

稲沢市 アイホクホワイトプラント 株式会社岐阜リサイクルセンター 1,705 1,660

小牧市 株式会社レジオン　小牧工場 株式会社グリーンループ 2,183 2,258 材料リサイクル
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アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

棒・杭・擬木
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 電力・通信用資材

プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社イワタ 棒・杭・擬木

プラスチック板
日用雑貨・その他

友晃産業株式会社 土木建築用資材
リッキー化工材株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
相模化学工業株式会社 再生樹脂
有限会社濱化成 再生樹脂
進栄化成株式会社 再生樹脂
いその株式会社 再生樹脂
株式会社正電社 電力・通信用資材
古河樹脂加工株式会社 土木建築用資材
積水テクノ成型株式会社 土木建築用資材
株式会社日泉 再生樹脂
三甲株式会社 パレット
大豊化学工業株式会社 再生樹脂
三晃物産株式会社 園芸農業用資材
安全興業株式会社 園芸農業用資材
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
土木建築用資材
再生樹脂

株式会社イワタ 棒・杭・擬木
レジンクラフト株式会社 再生樹脂
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社リサイクルエイト 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料

コークス炉化学原料

株式会社太和ホールディング

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

株式会社アイテクノス

高浜市 高浜衛生株式会社保管施設 新日鐵住金株式会社 188 164 コークス炉化学原料化

タイボープロダクツ株式会社

尾張旭市 興亜商事株式会社　長久手リサイクル
センター

株式会社グリーンループ 450 478 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ

株式会社リプラス

コークス炉化学原料

知立市 株式会社中西　新左山工場 株式会社パックス 413 364 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

大府市 オオブユニティ株式会社ストックヤード 新日鐵住金株式会社 300 267 コークス炉化学原料化
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日本コークス工業株式会社 工業原料
ＰＳ 再生樹脂

パレット
再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社シーピーアール パレット

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

東郷町 株式会社石川マテリアル東郷センター 株式会社パックス 50 59 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

タイボープロダクツ株式会社

長久手市 興亜商事株式会社　長久手リサイクル
センター

株式会社岐阜リサイクルセンター 296 273 材料リサイクル

ＰＳ 丸喜産業株式会社

ＰＥＴ 丸喜産業株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

みよし市 株式会社石川マテリアル東郷センター 株式会社プリテック 100 97 材料リサイクル

株式会社シーピーアール 293 283 材料リサイクル

北名古屋市 ミナミ産業株式会社　北名古屋工場 新日鐵住金株式会社 447 411

コークス炉化学原料

日進市

コークス炉化学原料化

清須市 江洲産商株式会社大高工場 株式会社シーピーアール 650 478 材料リサイクル

コークス炉化学原料

田原市 株式会社中部カレット　田原工場 新日鐵住金株式会社 190 160 コークス炉化学原料化

株式会社石川マテリアル東郷センター 株式会社パックス 737 762 材料リサイクル

タイボープロダクツ株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合
タイボープロダクツ株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合
タイボープロダクツ株式会社

豊明市 株式会社中西　新左山工場 株式会社パックス 720 691 材料リサイクル

岩倉市 アイホクホワイトプラント 株式会社岐阜リサイクルセンター 681 714 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合
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株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
再生樹脂
パレット
再生樹脂

浅野物産株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アルパレット株式会社 パレット
三和産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
再生樹脂

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

コークス炉化学原料伊賀市 伊賀市さくらリサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 230 248 コークス炉化学原料化

株式会社岐阜リサイクルセンター 184 170 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

いなべ市 いなべ市あじさいクリーンセンター 新日鐵住金株式会社 20 20 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

451 材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合

鈴鹿市 鈴鹿市不燃物リサイクルセンタ－ 新日鐵住金株式会社 2,000 2,041 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

株式会社富山環境整備 1,000 918 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社富山環境整備

三重県 津市 津市白銀環境清掃センター 新日鐵住金株式会社 2,700 2,442

松阪市 松阪市第一清掃工場／松阪市リサイク
ルセンター

株式会社エコパレット滋賀

365 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

480

幸田町 中部保全株式会社　ＥＣＯプラザ幸田
営業所

新日鐵住金株式会社 254 250

コークス炉化学原料化

ＰＥ・ＰＰ混合

阿久比町 アグメント半田リサイクルセンター

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

タイボープロダクツ株式会社

武豊町 株式会社エイゼン臨海北工場 新日鐵住金株式会社 382

東浦町 株式会社中西　新左山工場 株式会社パックス 341 324 材料リサイクル

新日鐵住金株式会社 200 186 コークス炉化学原料化

ＰＥ・ＰＰ混合
タイボープロダクツ株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合
タイボープロダクツ株式会社

コークス炉化学原料

扶桑町 株式会社愛北リサイクル犬山保管セン
ター

株式会社パックス 129 118 材料リサイクル

大口町 株式会社愛北リサイクル犬山保管セン
ター

株式会社パックス 158 138 材料リサイクル
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株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＥ 岐北化学株式会社 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂

ＰＥ 岐北化学株式会社 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
成和興産株式会社 土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット

彦根市 材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

滋賀県 大津市 大津市北部クリーンセンター 株式会社エコパレット滋賀 1,200 1,144

彦根市清掃センター 株式会社エコパレット滋賀 900 777

1,548 1,512 材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合

鳥羽志勢広
域連合

鳥羽志勢資源ごみ処理場　さいたエコ
センター

有限会社山川商事 370 455 材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

桑名広域清
掃事業組合

桑名広域清掃事業組合　資源循環セン
ター

新日鐵住金株式会社 32 31 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社エコパレット滋賀

伊勢広域環
境組合

伊勢広域環境組合　リサイクルプラザ 新日鐵住金株式会社 230 227 コークス炉化学原料化

有限会社山川商事 890 885 材料リサイクル

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

伊賀南部環
境衛生組合

伊賀南部クリーンセンター 新日鐵住金株式会社 480 285 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

多気町 多気町美化センター 新日鐵住金株式会社 24 17 コークス炉化学原料化

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

築地産業有限会社

株式会社タフコン

菰野町 菰野町不燃物処理場・リサイクルセン
ター

大東衛生株式会社 110 99 材料リサイクル ＰＳ
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株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂

株式会社タフコン

湖北広域行
政事務セン
ター

リサイクルプラザ 福井環境事業株式会社 1,043 944 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

中和化成工業株式会社

タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

築地産業有限会社

ＰＥ・ＰＰ混合

高島市 高島市環境センター 大東衛生株式会社 1 0 材料リサイクル ＰＳ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

野洲市 野洲クリーンセンター 株式会社エコパレット滋賀 235 202 材料リサイクル

コークス炉化学原料

栗東市 栗東市環境センター 株式会社エコパレット滋賀 777 731 材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

中和化成工業株式会社

守山市 守山市環境センター 新日鐵住金株式会社 995 977 コークス炉化学原料化

草津市 草津市立クリーンセンター 福井環境事業株式会社 1,110 1,000 材料リサイクル
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株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
梅田商工株式会社 再生樹脂

再生樹脂
岐北化学株式会社 パレット
株式会社トウエイ製作所 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

パレット
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック パレット
梅田商工株式会社 再生樹脂

再生樹脂
岐北化学株式会社 パレット
株式会社トウエイ製作所 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂

パレット
東京山陽プラス株式会社 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社梅田プラスチック パレット
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

京都府 京都市 京都市横大路学園 ＪＦＥプラリソース株式会社 2,157 2,081

京都市西部圧縮梱包施設 株式会社広島リサイクルセンター 6,471 6,103

伊香クリーンプラザ 株式会社斉藤商店 20 21 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社斉藤商店 14 15 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

86 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています
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土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

日新工業株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

ＰＥ 吉沢工業株式会社 日用雑貨・その他
パレット
日用雑貨・その他
工業部品
再生樹脂
パレット
プラスチック板
園芸農業用資材
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

北辰機材株式会社 土木建築用資材
日新工業株式会社 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

コークス炉化学原料

宮津市 宮津市リサイクルセンター

木津川市 南京都不燃物処理センター 株式会社広島リサイクルセンター 840 779

京丹後市 京丹後市峰山クリーンセンター「リサイク
ルプラザ」

新日鐵住金株式会社 310 282 コークス炉化学原料化

株式会社エコパレット滋賀 650 631 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

丸喜産業株式会社

ＰＥＴ 丸喜産業株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社エコパレット滋賀

株式会社タカギセイコー

丸喜産業株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

舞鶴市 舞鶴市リサイクルプラザ 株式会社プリテック 219 216

福知山市 福知山市環境パーク 株式会社広島リサイクルセンター 745 720 材料リサイクル
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西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＪＦＥプラリソース株式会社 3,510 3,645 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

大東衛生株式会社 767 808 材料リサイクル ＰＳ

大阪府 大阪市 協同組合大阪再生資源業界近代化協
議会 新日鐵住金株式会社 510 490 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

中和化成工業株式会社

相楽東部広
域連合

大北リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 77 56 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

福井環境事業株式会社 400 400 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

乙訓環境衛
生組合

乙訓環境衛生組合　プラプラザ 新日鐵住金株式会社 190 189

精華町 南京都不燃物処理センター 株式会社広島リサイクルセンター 550 506 材料リサイクル

安全興業株式会社

株式会社エコフィール
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再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
ＰＳ 再生樹脂

アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
パレット
日用雑貨・その他

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

大和技研工業株式会社

コークス炉化学原料

ＪＦＥプラリソース株式会社 1,151 1,108 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

岸和田市 関西リサイクル環境事業協同組合 新日鐵住金株式会社 1,146 1,107 コークス炉化学原料化

株式会社富山環境整備 1,000 953 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社富山環境整備

株式会社富山環境整備

堺市 信和商事株式会社 新日鐵住金株式会社 3,881 3,620 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

信和商事株式会社 新日鐵住金株式会社 9,110 10,080 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社富山環境整備 1,000 997 材料リサイクル

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

築地産業有限会社

株式会社タフコン

旭鉱石株式会社 1,803 1,850 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社
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園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＥ・ＰＰ混合

材料リサイクル ＰＳ

富田林市 資源リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 558 587 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

泉佐野市 関西リサイクル環境事業協同組合 株式会社エコパレット滋賀 695 661 材料リサイクル

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

築地産業有限会社

株式会社タフコン

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

八尾市 八尾市立リサイクルセンター 大東衛生株式会社 1,136 1,312

守口市 株式会社ダイシン　加茂エコロジーセン
ター

株式会社広島リサイクルセンター 1,987 2,033 材料リサイクル

貝塚市 関西リサイクル環境事業協同組合 株式会社エコパレット滋賀 880 879 材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

池田市 協同組合大阪再生資源業界近代化協
議会

新日鐵住金株式会社 220 199 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料
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北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

門真市 門真市リサイクルプラザ 株式会社リサイクル・アンド・イコール 920 898 材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料

太子町 資源リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 79 80 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社タフコン

岬町 岬町リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 80 66 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

熊取町

タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

築地産業有限会社

太誠産業株式会社大阪支店堺工場 大東衛生株式会社 364 323 材料リサイクル ＰＳ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

大阪狭山市 資源リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 29 29 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

箕面市 箕面市環境クリーンセンター車庫棟 新日鐵住金株式会社 77 46 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

松原市 廃プラスチック処理施設 ＪＦＥプラリソース株式会社 928 994 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

河内長野市 株式会社河内長野衛生事業所 新日鐵住金株式会社 710 716 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料
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組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

水島エコワークス株式会社 1,761 1,612 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
ＰＳ 再生樹脂

アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット

東大阪都市 大阪リサイクル事業協同組合 ＪＦＥプラリソース株式会社 2,900 3,074 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＪＦＥプラリソース株式会社 3,596 3,331 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他

株式会社リサイクル・アンド・イコール 5,480 5,157 材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合 株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
綾瀬化学株式会社 棒・杭・擬木
新生社 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
アルパレット株式会社 パレット
株式会社未来樹脂 プラスチック板
フクビ化学工業株式会社 土木建築用資材

工業部品
土木建築用資材

有限会社蛭川化成工業 土木建築用資材
株式会社リバース 再生樹脂
株式会社ヒルプラ 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
株式会社ワカクサ 日用雑貨・その他

ＰＳ 株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
プラスチック板
日用雑貨・その他

中和化成工業株式会社

三重中央開発株式会社 2,830 2,669 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合 三重中央開発株式会社

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

471 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

兵庫県 神戸市 大栄環境株式会社六甲エコプラザ事業
所

福井環境事業株式会社 500 486

中和化成工業株式会社

北河内４市リ
サイクル施設
組合

北河内４市リサイクルプラザ 新日鐵住金株式会社 800 729 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

福井環境事業株式会社 500

ＰＥ・ＰＰ混合

泉南清掃事
務組合

不燃物処理資源化施設リサイクル倉庫 新日鐵住金株式会社 900 918 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

豊中市伊丹
市クリーンラ
ンド

リサイクルプラザ
旭鉱石株式会社 3,230 3,071 材料リサイクル

千早赤阪村 資源リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 35 38 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

コークス炉化学原料河南町 資源リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 65 65 コークス炉化学原料化
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組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

棒・杭・擬木
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材

プラスチック板
土木建築用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

積水テクノ成型株式会社 日用雑貨・その他
株式会社バイオポリ上越 日用雑貨・その他

水島エコワークス株式会社 128 127 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

水島エコワークス株式会社 2,000 1,834 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
ＰＳ 再生樹脂

アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

西宮市 大栄環境株式会社西宮事業所 株式会社広島リサイクルセンター 2,015 655 材料リサイクル

2,024 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

174 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

旭鉱石株式会社 2,335 2,427 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三重県樹脂開発協同組合

姫路市 エコパークあぼし 株式会社広島リサイクルセンター 2,472

神港衛生株式会社容器包装プラスチッ
ク中間処理施設

新日鐵住金株式会社 169
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指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
ＰＳ 株式会社ヨシテック 土木建築用資材

城東テクノ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
株式会社エコフィール 再生樹脂
有限会社大阪ジョイフル 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
ユーシー産業株式会社 園芸農業用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材

ＰＳ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

赤穂市 赤穂市美化センター 大東衛生株式会社 263 236 材料リサイクル

株式会社タフコン

豊岡市 豊岡リサイクルセンター 因幡環境整備株式会社 340 340 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

築地産業有限会社

ＰＥ・ＰＰ混合

相生市 相生市リサイクルセンター 大東衛生株式会社 120 101 材料リサイクル ＰＳ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社エコフィール

マツダ株式会社西宮リサイクル工場 旭鉱石株式会社 2,015 646 材料リサイクル
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土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
宝塚市 加茂エコロジーセンター ＪＦＥプラリソース株式会社 2,270 2,312 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

丹波市氷上リサイクルセンター 株式会社コーヨー 347 320 材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

丹波市 丹波市青垣リサイクルセンター 株式会社コーヨー 162 150

篠山市 篠山市清掃センター 株式会社広島リサイクルセンター 140 109 材料リサイクル

有限会社秀和

築地産業有限会社

株式会社タフコン
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材

ＰＳ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合 タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

北播磨清掃
事務組合

加茂エコロジーセンター 大東衛生株式会社 430 432 材料リサイクル

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

揖龍保健衛
生施設事務
組合

揖龍クリーンセンター 株式会社広島リサイクルセンター 511 497 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

加東市 株式会社ダイシン加茂エコロジーセン
ター

株式会社コーヨー 130 101 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

南あわじ市 南あわじ市中央リサイクルセンター 旭鉱石株式会社 125 131 材料リサイクル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社ヨシテック 土木建築用資材
城東テクノ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
株式会社エコフィール 再生樹脂
有限会社大阪ジョイフル 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
ユーシー産業株式会社 園芸農業用資材

水島エコワークス株式会社 584 535 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

にしはりま環 にしはりまクリーンセンター 株式会社広島リサイクルセンター 125 338 材料リサイクル

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

猪名川上流
広域ごみ処
理施設組合

国崎クリーンセンター（リサイクルプラザ） 因幡環境整備株式会社 1,592 1,493

ＰＥ・ＰＰ混合
南但ごみ処理施設 株式会社コーヨー 270 243

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

中播北部行
政事務組合

中播北部クリーンセンターリサイクルプラ
ザ

株式会社広島リサイクルセンター 34 33 材料リサイクル

南但広域行
政事務組合

材料リサイクル

有限会社秀和

築地産業有限会社

株式会社タフコン
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平成26年4月2日現在

都道府
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市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社シーピーアール パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

ＰＳ

ＰＰ

生駒市 くるくる館 大東衛生株式会社 465 489 材料リサイクル

リサイクルプラザみどり園 新日鐵住金株式会社 50 42 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社タフコン

橿原市 橿原市リサイクル館かしはら 新日鐵住金株式会社 3 3 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

五條市

ＰＳ

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

天理市 仲商店奈良中央リサイクルセンター 大東衛生株式会社 344

タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

築地産業有限会社

296 材料リサイクル

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

大和高田市 仲商店奈良中央リサイクルセンター 株式会社エコパレット滋賀 75 69 材料リサイクル ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

奈良県 奈良市 プラスチック製容器ストックヤード 新日鐵住金株式会社 2,800 2,583

境事務組合 ＰＥ・ＰＰ混合
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パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社すばる産業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

パレット
再生樹脂
パレット
プラスチック板

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
パレット
再生樹脂
電力・通信用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他
土木建築用資材
棒・杭・擬木
園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材
棒・杭・擬木
土木建築用資材
棒・杭・擬木

株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料

新宮市 新宮市クリーンセンター 新日鐵住金株式会社 86 90 コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

田辺市 田辺市ごみ処理場 新日鐵住金株式会社 870 1,011 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

コークス炉化学原料化

南和広域衛
生組合

南和広域美化センター

コークス炉化学原料

有田市 有田再生資源組合第三処理場 新日鐵住金株式会社 180 273 コークス炉化学原料化

和歌山
県

和歌山市 中間処理施設保管庫 新日鐵住金株式会社 2,500 2,313

新日鐵住金株式会社 4 4 コークス炉化学原料化

ＰＰ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

材料リサイクル ＰＳ252

明日香村

タイボープロダクツ株式会社

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀

有限会社秀和

広陵町 広陵町保管施設 大東衛生株式会社 220

築地産業有限会社

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社タフコン

コークス炉化学原料

有限会社秀和

築地産業有限会社

株式会社タフコン

タイボープロダクツ株式会社

明日香村クリーンセンター内ストック
ヤード施設

新日鐵住金株式会社 9 9 コークス炉化学原料化

大東衛生株式会社

株式会社エコパレット滋賀
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日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ヨシテック 土木建築用資材
城東テクノ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
株式会社エコフィール 再生樹脂
有限会社大阪ジョイフル 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
ユーシー産業株式会社 園芸農業用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂

園芸農業用資材
棒・杭・擬木

株式会社アトム 再生樹脂
株式会社未来樹脂 プラスチック板
株式会社伸晃 日用雑貨・その他
株式会社エコウッド 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
再生樹脂
プラスチック板
プラスチック板

766 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

三甲株式会社

株式会社アイカ

株式会社エコフィール

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

島根県 松江市 松江市川向リサイクルプラザ 株式会社広島リサイクルセンター 1,500 1,331

浜田市 石央リサイクルセンター 株式会社広島企業 710

鳥取県 鳥取県東部
広域行政管
理組合

いなばエコ・リサイクルセンター 因幡環境整備株式会社 2,800 2,801 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

橋本周辺広
域市町村圏
組合

橋本周辺広域ごみ処理場 新日鐵住金株式会社 513 480 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

コークス炉化学原料

串本町 串本町清掃センター 新日鐵住金株式会社 220 185 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

有田川町 有田川町プラスチック収集場 コークス炉化学原料化新日鐵住金株式会社 259 249
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                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています
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都道府
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組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

再生樹脂
天理化学株式会社 日用雑貨・その他
有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
再生樹脂

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂

園芸農業用資材
棒・杭・擬木

株式会社アトム 再生樹脂
株式会社未来樹脂 プラスチック板
株式会社伸晃 日用雑貨・その他
株式会社エコウッド 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
再生樹脂
プラスチック板
プラスチック板
再生樹脂

天理化学株式会社 日用雑貨・その他
有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
ＰＳ 株式会社エコマテリアル 再生樹脂

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
有限会社山陰クリエート 棒・杭・擬木

園芸農業用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木

有限会社セレジン長崎 日用雑貨・その他
山一株式会社 再生樹脂
北辰機材株式会社 土木建築用資材
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社ヨシテック 土木建築用資材
城東テクノ株式会社 土木建築用資材
株式会社ナガセテクノス 土木建築用資材

パレット
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
株式会社エコフィール 再生樹脂
有限会社大阪ジョイフル 土木建築用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
ユーシー産業株式会社 園芸農業用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

玉野市 玉野市リサイクルプラザ 株式会社広島リサイクルセンター 350 324 材料リサイクル

コークス炉化学原料

岡山県 津山市 津山市資源化センターストックヤード 因幡環境整備株式会社 1,018 998 材料リサイクル

邑智郡総合
事務組合

笹畑クリーンセンター 新日鐵住金株式会社 144 125 コークス炉化学原料化

鹿足郡不燃
物処理組合

鹿足郡リサイクルプラザ 新日鐵住金株式会社 180 172 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

東洋ケミカル株式会社

江津市 江の川リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 116 117 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

大田市 大田容器包装リサイクルセンター 株式会社リング 120 107 材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

三甲株式会社

株式会社アイカ

株式会社エコフィール

益田市 益田市リサイクルプラザ 株式会社広島企業 464 463 材料リサイクル
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エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

美作市 有限会社作東興産倉庫 株式会社コーヨー 113 98 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

赤磐市 東備リサイクルセンター 株式会社コーヨー 130 106 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

備前市 東備リサイクルセンター 株式会社コーヨー 54 68 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社
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プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社秀和

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

岡山市久米
南町衛生施
設組合

有限会社作東興産 株式会社コーヨー 32 25

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

岡山県西部
衛生施設組
合

リサイクルプラザ ＪＦＥプラリソース株式会社 832 788 材料リサイクル ＰＳ

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

美咲町 東備リサイクルセンター 株式会社コーヨー 12 11 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社エコフィール

和気町 東備リサイクルセンター 株式会社コーヨー 60 57 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合
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土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

ＪＦＥプラリソース株式会社 5,624 5,816 高炉還元剤製造 高炉還元剤 ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
有限会社山陰クリエート 棒・杭・擬木
株式会社日本フューチャーマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
棒・杭・擬木
プラスチック板
土木建築用資材
棒・杭・擬木
パレット
日用雑貨・その他

丸金プラスチックス株式会社 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
日本プラパレット株式会社 パレット
大谷化成 園芸農業用資材
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

プラスチック板
再生樹脂

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

株式会社広島リサイクルセンター 3,800 3,929 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

5,374 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合 有限会社山陰クリエート

有限会社大分プラスチック工業所

三甲株式会社

株式会社日本フューチャーマテリアル

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

広島県 広島市 廃プラスチック圧縮梱包施設
株式会社タイヨー 5,200

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

高梁地域事
務組合

高梁地域事務組合リサイクルプラザ 株式会社コーヨー 155 151
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

府中市 株式会社オガワエコノス鵜飼工場 ＪＦＥプラリソース株式会社 440 435 材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

福山市 福山クリーンセンター（リサイクル工場） ＪＦＥプラリソース株式会社 3,663 3,476 材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

尾道市 尾道市ストックヤード ＪＦＥプラリソース株式会社 1,584 1,503 材料リサイクル

株式会社エコフィール
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

コークス炉化学原料

熊野町 熊野町環境センター 株式会社コーヨー 135 169 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

廿日市市 はつかいちリサイクルプラザ 新日鐵住金株式会社 92 75 コークス炉化学原料化

庄原市 庄原市リサイクルプラザ 株式会社コーヨー 140 148 材料リサイクル

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

三次市 三次環境クリーンセンター ＪＦＥプラリソース株式会社 705 690 材料リサイクル

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木
協栄産業株式会社 再生樹脂
株式会社日泉 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
株式会社富山環境整備 パレット

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
棒・杭・擬木

有限会社大分プラスチック工業所 棒・杭・擬木
株式会社シーピーアール パレット
リ・パレット株式会社 パレット

園芸農業用資材
土木建築用資材

新港リサイクル株式会社 パレット
株式会社日泉 再生樹脂
大和プラスチック株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
プラスチック板

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

大和技研工業株式会社

株式会社アイテクノス

ＪＦＥプラリソース株式会社

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

広島中央環
境衛生組合

賀茂環境センター ＪＦＥプラリソース株式会社 900 986 材料リサイクル ＰＳ

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

芸北広域環
境施設組合

芸北広域きれいセンター 株式会社コーヨー 40 53 材料リサイクル

三原広域市
町村圏事務
組合

不燃物処理工場 株式会社広島リサイクルセンター 712 817 材料リサイクル

三甲株式会社

神石高原町 株式会社オガワエコノス鵜飼工場 新日鐵住金株式会社 20 30 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料
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平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

クリエート産業有限会社 584 528 材料リサイクル
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂

ＰＳ 株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
有限会社山陰クリエート 棒・杭・擬木

園芸農業用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木

有限会社セレジン長崎 日用雑貨・その他
山一株式会社 再生樹脂
北辰機材株式会社 土木建築用資材
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

田中石灰工業株式会社 116

東洋ケミカル株式会社

萩市 萩第二リサイクルセンター 株式会社広島企業 490 498 材料リサイクル

山口市 山口市リサイクルプラザ 株式会社リング 1,430 1,451 材料リサイクル

ＰＥ

宇部市 宇部市環境保全センター 新日鐵住金株式会社 599 546 コークス炉化学原料化

ＰＥ・ＰＰ混合

107 材料リサイクル

2,021 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

コークス炉化学原料

ＰＳ

ＰＥＴ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

山口県 下関市 下関市リサイクルプラザ 株式会社エコポート九州 2,180
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株式会社東洋化学 再生樹脂
園芸農業用資材
棒・杭・擬木

株式会社アトム 再生樹脂
株式会社未来樹脂 プラスチック板
株式会社伸晃 日用雑貨・その他
株式会社エコウッド 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
再生樹脂
プラスチック板
プラスチック板
再生樹脂

天理化学株式会社 日用雑貨・その他
有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

株式会社石神化学工業所 再生樹脂
浅野物産株式会社 再生樹脂

電力・通信用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木
プラスチック板
園芸農業用資材

株式会社コスモ化成 土木建築用資材
有限会社フルカワ 再生樹脂

プラスチック板
再生樹脂

有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 棒・杭・擬木

再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂

園芸農業用資材
棒・杭・擬木

株式会社アトム 再生樹脂
株式会社未来樹脂 プラスチック板
株式会社伸晃 日用雑貨・その他
株式会社エコウッド 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
再生樹脂
プラスチック板
プラスチック板
再生樹脂

天理化学株式会社 日用雑貨・その他
有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料

周防大島町 周防大島町環境センター 新日鐵住金株式会社 70 71 コークス炉化学原料化

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

株式会社サンポリ

三甲株式会社

株式会社アイカ

株式会社エコフィール

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社秀和

大和技研工業株式会社

株式会社エコフィール

周南市 周南市リサイクルプラザ 株式会社広島企業 1,710 2,071 材料リサイクル

岩国市 岩国市リサイクルプラザ 株式会社コーヨー 2,370 2,264 材料リサイクル

株式会社サンポリ

三甲株式会社

株式会社アイカ

株式会社エコフィール
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日本コークス工業株式会社 工業原料
ＰＳ 株式会社エコマテリアル 再生樹脂

株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
有限会社山陰クリエート 棒・杭・擬木

園芸農業用資材
土木建築用資材
棒・杭・擬木

有限会社セレジン長崎 日用雑貨・その他
山一株式会社 再生樹脂
北辰機材株式会社 土木建築用資材
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂

園芸農業用資材
棒・杭・擬木

株式会社アトム 再生樹脂
株式会社未来樹脂 プラスチック板
株式会社伸晃 日用雑貨・その他
株式会社エコウッド 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
再生樹脂
プラスチック板
プラスチック板
再生樹脂

天理化学株式会社 日用雑貨・その他
有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂

エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合
鳴門市

株式会社サンポリ

三甲株式会社

株式会社アイカ

株式会社エコフィール

材料リサイクル

材料リサイクル

848 883

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

徳島県 徳島市 プラスチック製容器包装廃棄物中間処
理施設

株式会社広島リサイクルセンター 3,200 3,112

鳴門市クリーンセンター 旭鉱石株式会社

ＰＥ・ＰＰ混合

東洋ケミカル株式会社

周南東部環
境施設組合

周南東部環境施設組合リサイクルセン
ター

株式会社広島企業 1,500 1,453 材料リサイクル

阿武町 阿武町リサイクルセンター・ストックヤー
ド

株式会社リング 34 33 材料リサイクル
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梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 大作商事株式会社 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂

棒・杭・擬木
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
大作商事株式会社 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 大作商事株式会社 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂

棒・杭・擬木
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
大作商事株式会社 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

水島エコワークス株式会社 1,527 1,583 ガス化 合成ガス ＪＦＥスチール株式会社 工業原料
ＰＳ 大作商事株式会社 再生樹脂

岐北化学株式会社 再生樹脂
棒・杭・擬木

有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
大作商事株式会社 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

ＰＳ 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット
リ・パレット株式会社 パレット
株式会社エコワークス 再生樹脂
梅田商工株式会社 再生樹脂
有限会社楽天商事 再生樹脂

土木建築用資材
サウスジャパン株式会社 パレット

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット三甲株式会社

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

坂出市 坂出市リサイクルプラザ 株式会社広島リサイクルセンター 110 108 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

コークス炉化学原料

南部クリーンセンター 三宅生コン有限会社 1,291 1,407 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

旭鉱石株式会社 259 276

コークス炉化学原料

香川県 高松市 株式会社リソーシズ工場 新日鐵住金株式会社 1,493 1,443 コークス炉化学原料化

みよし広域連
合

みよし広域連合清掃センターリサイクル
プラザ

新日鐵住金株式会社 75 13 コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

美馬環境整
備組合

クリーンセンター美馬 三宅生コン有限会社 169 128 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

海部郡衛生
処理事務組
合

海部郡ごみ資源化施設 新日鐵住金株式会社 2 3 コークス炉化学原料化

コークス炉化学原料

北島町 旭鉱石株式会社 旭鉱石株式会社 265 284 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

那賀町 那賀町ストックヤード 新日鐵住金株式会社 46 46 コークス炉化学原料化

石井町 石井町リサイクルセンター 三宅生コン有限会社 150 142 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

上勝町 福川ストックヤード 新日鐵住金株式会社 11 11 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料
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園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

綾川町 株式会社リソーシズ工場 新日鐵住金株式会社 160 170 コークス炉化学原料化

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

直島町 株式会社リソーシズ工場 株式会社広島リサイクルセンター 1 0

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

善通寺市 善通寺市未来クルパーク２１ 株式会社広島リサイクルセンター 140 143 材料リサイクル
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北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

新居浜市 新居浜市清掃センター コークス炉化学原料新日鐵住金株式会社 333 309 コークス炉化学原料化

八幡浜北環境センター 新日鐵住金株式会社 50 46 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

八幡浜市 八幡浜南環境センター 新日鐵住金株式会社 155 140 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

松山容器株式会社 株式会社広島リサイクルセンター 648 688 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

2,343 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

三甲株式会社

福田工業株式会社

三甲株式会社

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

材料リサイクル

コークス炉化学原料

愛媛県 松山市 松山容器株式会社 株式会社広島リサイクルセンター 1,942 1,902

南海産業株式会社 新日鐵住金株式会社 2,310

コークス炉化学原料

まんのう町 株式会社リソーシズ工場 新日鐵住金株式会社 45 50 コークス炉化学原料化

琴平町 株式会社リソーシズ工場 新日鐵住金株式会社 52 45 コークス炉化学原料化
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株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
再生樹脂

株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

松山容器株式会社 株式会社広島リサイクルセンター 56 70 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

東温市 松山容器株式会社 株式会社広島リサイクルセンター 169 179 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

福田工業株式会社

西予市 西予市城川清掃センター 新日鐵住金株式会社 230 226 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

ＰＥ・ＰＰ混合

伊予市 有限会社伊予開発保管所 新日鐵住金株式会社 310 292 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

田中石灰工業株式会社 567 547 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ
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平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材

ＰＳ 株式会社エコフィール 再生樹脂
エバタ株式会社 土木建築用資材
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂
株式会社コスモ化成 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

有限会社ＩＭＣ 園芸農業用資材
西村工業株式会社 園芸農業用資材
三晃物産株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
土木建築用資材
日用雑貨・その他

レフ・マツムラ株式会社 園芸農業用資材
再生樹脂
土木建築用資材

株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他
友晃産業株式会社 土木建築用資材
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
高知県 高知市 高知市菖蒲谷プラスチック減容工場 田中石灰工業株式会社 2,910 2,537 材料リサイクル ＰＳ

愛南町 環境衛生センター 新日鐵住金株式会社 25 19 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

伊方町 伊方町リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 35 26 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

福田工業株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

松山容器株式会社 株式会社広島リサイクルセンター 58 71 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社

安全興業株式会社

株式会社エコフィール

松前町 松山容器株式会社 株式会社広島リサイクルセンター 172 204 材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

三甲株式会社
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平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

土佐市 北原クリーンセンター 田中石灰工業株式会社 20 21 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

南国市 有限会社　大前田商店奈路プレス工場 田中石灰工業株式会社 295 322 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥＴ
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平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット

ＰＥ・ＰＰ混合

ＰＥ・ＰＰ混合

香美市 田中石灰工業株式会社高知中間処理
センター

田中石灰工業株式会社 296 320 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

杉山博教商店 田中石灰工業株式会社 120 121 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

香南市 香南ストックヤード 田中石灰工業株式会社 70 69 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ
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アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂
アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂

再生樹脂
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
根来産業株式会社 日用雑貨・その他
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 日用雑貨・その他
岐北化学株式会社 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合

中芸広域連
合

中芸広域連合リサイクルセンター 田中石灰工業株式会社 40 36 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＥ・ＰＰ混合

日高村 日高村一般廃棄物保管施設 田中石灰工業株式会社 50 43 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

いの町 田中石灰工業株式会社高知中間処理
センター

田中石灰工業株式会社 252 285 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ
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平成26年4月2日現在

都道府
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市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

アナン通商株式会社 土木建築用資材
有限会社東城木材センター 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
岐北化学株式会社 再生樹脂
株式会社リサイクル・アンド・イコール パレット
株式会社エコパレット滋賀 パレット
アナン通商株式会社 土木建築用資材
株式会社中部日本プラスチック 再生樹脂
株式会社マルキ 再生樹脂
有限会社東城木材センター 再生樹脂
サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ヤマト容器 園芸農業用資材
有限会社梅田プラスチック 再生樹脂
株式会社ヒロコウ 再生樹脂
株式会社竜ヶ崎資源センター 再生樹脂
株式会社瑞希 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材

材料リサイクル ＰＳ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

田川市 早雲商事有限会社 株式会社エコポート九州 163 137

直方市 直方市不燃物中継所 株式会社エコポート九州 144 132 材料リサイクル

株式会社エコポート九州 186 185 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

ＰＥ・ＰＰ混合

福岡県 北九州市 北九州市プラスチック資源化センター 新日鐵住金株式会社 6,014 5,836 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料
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大作商事株式会社 再生樹脂
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

那珂川町 エコピア・なかがわ 株式会社エコポート九州 92 75 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

太宰府市 太宰府市環境美化センター 株式会社エコポート九州 64 62

筑後市 エコポート九州 株式会社エコポート九州 266 193 材料リサイクル

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ
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株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ 株式会社すばる産業 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット

再生樹脂
日用雑貨・その他

サウスジャパン株式会社 パレット
ＰＳ 株式会社すばる産業 再生樹脂

アルパレット株式会社 パレット
再生樹脂
日用雑貨・その他

サウスジャパン株式会社 パレット
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＳ材料リサイクル

ＰＳ

豊前市外二
町清掃施設
組合

豊前市外二町清掃センター

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

甘木・朝倉・
三井環境施
設組合

廃棄物再生処理センター「サン・ポート」
リサイクルプラザ

株式会社エコポート九州 89 92

ＰＥ・ＰＰ混合
有限会社セレジン長崎

有限会社セレジン長崎

コークス炉化学原料

行橋市・みや
こ町清掃施
設組合

行橋市・みやこ町清掃施設組合ストック
ヤード

株式会社エコポート九州 340 347 材料リサイクル

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

新日鐵住金株式会社 100 99 コークス炉化学原料化

玄界環境組
合

玄界環境組合古賀清掃工場リサイクル
プラザ

株式会社イマナガ 155 135 材料リサイクル

玄界環境組合宗像清掃工場 株式会社イマナガ 215 211

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

川崎町 大任リサイクルセンター第２工場 株式会社エコポート九州 41 34
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土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

ＰＳ 株式会社すばる産業 再生樹脂
アルパレット株式会社 パレット

再生樹脂
日用雑貨・その他

サウスジャパン株式会社 パレット
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

多久市 西日本広域リサイクルプラザ 株式会社納所運輸 68 57 材料リサイクル
武雄市 西日本広域リサイクルプラザ 株式会社納所運輸 191 174 材料リサイクル
鹿島市 有限会社鹿島環境整備社 株式会社納所運輸 50 45 材料リサイクル

嬉野市 西日本広域リサイクルプラザ 株式会社納所運輸 114 106 材料リサイクル
有田町 西日本広域リサイクルプラザ 株式会社納所運輸 146 144 材料リサイクル
大町町 西日本広域リサイクルプラザ 株式会社納所運輸 39 36 材料リサイクル
江北町 西日本広域リサイクルプラザ 株式会社納所運輸 23 22 材料リサイクル
白石町 西日本広域リサイクルプラザ 株式会社納所運輸 75 74 材料リサイクル
太良町 太良町リサイクルセンター 株式会社納所運輸 6 4 材料リサイクル

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

佐賀県

脊振共同塵
芥処理組合

脊振広域クリーンセンターストックヤード 株式会社エコポート九州 1 1 材料リサイクル

材料リサイクル
ＰＥ・ＰＰ混合

宇美町・志免
町衛生施設
組合

宇美志免リサイクルセンター 株式会社エコポート九州 313 297 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

有限会社セレジン長崎

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

コークス炉化学原料遠賀・中間地
域広域行政
事務組合

中間・遠賀リサイクルプラザ 新日鐵住金株式会社 620 567 コークス炉化学原料化

株式会社イマナガ 100 94

材料リサイクル小城市 株式会社佐賀クリーン環境富士リサイク
ルセンター

株式会社納所運輸 71 75
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日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

再生樹脂
株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂

園芸農業用資材
棒・杭・擬木

株式会社アトム 再生樹脂
株式会社未来樹脂 プラスチック板
株式会社伸晃 日用雑貨・その他
株式会社エコウッド 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
再生樹脂
プラスチック板
プラスチック板
再生樹脂

天理化学株式会社 日用雑貨・その他
有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
再生樹脂

株式会社エコマテリアル 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
株式会社東洋化学 再生樹脂

園芸農業用資材
棒・杭・擬木

株式会社アトム 再生樹脂

ＰＥ・ＰＰ混合

株式会社サンポリ

株式会社サンポリ

三甲株式会社

株式会社アイカ

株式会社エコフィール

長崎市東工場プラスチック製容器包装
選別施設

株式会社広島企業 2,376 2,321 材料リサイクル ＰＳ

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社広島企業 3,300 3,370 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

長崎県 長崎市 長崎市三京リサイクルプラザ 新日鐵住金株式会社 660 695

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

鳥栖・三養基
西部環境施
設組合

鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ 株式会社エコポート九州 90 81
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社未来樹脂 プラスチック板
株式会社伸晃 日用雑貨・その他
株式会社エコウッド 土木建築用資材

パレット
園芸農業用資材
日用雑貨・その他

安全興業株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
再生樹脂
プラスチック板
プラスチック板
再生樹脂

天理化学株式会社 日用雑貨・その他
有限会社大翔化成 再生樹脂
株式会社太和ホールディング 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

大村市 長崎県クリーン事業協同組合第５工場 株式会社納所運輸 211 193 材料リサイクル
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

株式会社納所運輸 104 100 材料リサイクル
雲仙市 長崎県クリーン事業協同組合　第５工場 株式会社納所運輸 12 11 材料リサイクル
南島原市 長崎県クリーン事業協同組合第５工場 株式会社納所運輸 30 25 材料リサイクル
佐々町 佐々クリーンセンター 株式会社納所運輸 30 25 材料リサイクル

北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

小嶋産業株式会社 650 592 材料リサイクル
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

コークス炉化学原料

熊本県 熊本市 有価物回収協業組合石坂グループ 株式会社エコポート九州 2,000 2,203

長与・時津環
境施設組合

時津クリーンセンター 新日鐵住金株式会社 300 272 コークス炉化学原料化

28 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

西海市 小嶋産業株式会社 新日鐵住金株式会社 28 27 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

三甲株式会社

株式会社アイカ

株式会社エコフィール

島原市 株式会社県北衛生社島原リサイクルプ
ラント

株式会社エコポート九州 201 196

壱岐市 壱岐市リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 30
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

水俣市 水俣市環境クリーンセンター 株式会社エコポート九州 140 154 材料リサイクル

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

八代市 八代市清掃センターストックヤード 株式会社エコポート九州 200 132 材料リサイクル ＰＳ

1,972

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

株式会社　エコポート九州 株式会社エコポート九州 2,000
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材

ＰＳ菊池環境保
全組合

有価物回収協業組合石坂グループ大
津事業所

株式会社エコポート九州 310 330 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

津奈木町 株式会社熊本市リサイクル事業セン
ター

株式会社エコポート九州 17 15

天草市 牛深リサイクル品保管庫 株式会社エコポート九州 60 55 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

宇土市 有限会社緒方清掃宇土リサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 200 148
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

大作商事株式会社 再生樹脂
再生樹脂

株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板

ＰＳ

宇城広域連
合

宇城クリーンセンターリサイクルプラザ

天草広域連
合

本渡地区清掃センター 株式会社エコポート九州 308 284 材料リサイクル

新日鐵住金株式会社 10 13 コークス炉化学原料化

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

コークス炉化学原料

120 126

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

山鹿植木広
域行政事務
組合

山鹿植木広域行政事務組合リサイクル
プラザ

株式会社エコポート九州 310 308

材料リサイクル益城、嘉島、
西原環境衛
生施設組合

社会福祉法人　環友會ｅ・ワーク 株式会社エコポート九州
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                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

根来産業株式会社 日用雑貨・その他
日用雑貨・その他

株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他

ＰＳ 有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

由布大分環
境衛生組合

福宗環境センターリサイクルプラザ 株式会社黒田工業 103 117 材料リサイクル

ＰＳ 有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

臼杵市 長森商会 株式会社黒田工業 220 210

ＰＰ

大分県 大分市 福宗環境センターリサイクルプラザ 株式会社黒田工業 2,277 2,176 材料リサイクル ＰＳ

材料リサイクル

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

新和興業株式会社 日用雑貨・その他
再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂

材料リサイクル ＰＳ 有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

日向市 ひゅうがリサイクルセンター 株式会社黒田工業 459 504

小林市 小林市容器包装中間処理施設 株式会社エコポート九州 600 604 材料リサイクル

501 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

材料リサイクル ＰＳ 有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

宮崎県 宮崎市 エコクリーンプラザみやざき 株式会社黒田工業 3,414 3,354

延岡市 一般廃棄物中間処理施設リサイクルセ
ンター

株式会社エコポート九州 489
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日用雑貨・その他
アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材

園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット

ＰＳ 有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

西都児湯環
境整備事務
組合

西都児湯クリーンセンター 株式会社黒田工業 525 500 材料リサイクル

ＰＳ 有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

綾町 エコクリーンプラザみやざき 株式会社黒田工業 74 73 材料リサイクル

ＰＳ 有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

国富町 エコクリーンプラザみやざき 株式会社黒田工業 180 213 材料リサイクル

協伸化成株式会社

株式会社アイカ
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

材料リサイクル ＰＳ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

指宿市 株式会社九州宮崎知覧リサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 184 200

出水市 北薩広域行政事務組合リサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 110 137 材料リサイクル

74 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

鹿児島
県

鹿児島市 鹿児島市リサイクルプラザ 株式会社エコポート九州 2,895 2,670

阿久根市 馬見塚商店リサイクルセンター 株式会社エコポート九州 95
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂

日置市 株式会社丸山喜之助商店リサイクルセ
ンター

株式会社エコポート九州 196 179 材料リサイクル ＰＳ

上甑島クリーンセンター 新日鐵住金株式会社 10 12 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

薩摩川内市 川内クリーンセンター 株式会社エコポート九州 535 505

垂水市 株式会社カナザワ　かのやリサイクルセ
ンター

株式会社エコポート九州 115 120 材料リサイクル

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

いちき串木
野市

串木野環境センター 株式会社エコポート九州 125 107 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

有限会社セレジン長崎

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

霧島市 天降川リサイクルセンター 株式会社エコポート九州 313 305

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

曽於市 有限会社そおリサイクルセンター 株式会社黒田工業 291 269 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

日用雑貨・その他
有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

再生樹脂
日用雑貨・その他

秋田エコプラッシュ株式会社 土木建築用資材
株式会社東洋化学 再生樹脂
城東テクノ株式会社 土木建築用資材

再生樹脂
日用雑貨・その他

アップルウェアー株式会社 園芸農業用資材
園芸農業用資材
日用雑貨・その他
園芸農業用資材
再生樹脂

有限会社井上亀 園芸農業用資材
株式会社台和 日用雑貨・その他
日本プラパレット株式会社 パレット
明石化成工業株式会社 日用雑貨・その他
新和興業株式会社 日用雑貨・その他
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

姶良市 姶良リサイクルセンター 株式会社エコポート九州 348 301 材料リサイクル

有限会社セレジン長崎

協伸化成株式会社

株式会社アイカ

南九州市 株式会社九州宮崎知覧リサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 16 15 材料リサイクル ＰＳ

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

株式会社黒田工業 447 421 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥ・ＰＰ混合

有限会社セレジン長崎

ＰＰ

志布志市 有限会社そおリサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 113 113
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

ＰＳ大崎町 有限会社そおリサイクルセンター 株式会社エコポート九州 215 200 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

湧水町 三州リサイクルセンター 株式会社エコポート九州 23 24

長島町 北薩広域行政事務組合リサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 18 15 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

さつま町 さつま町クリーンセンター 株式会社エコポート九州 42 42

135 / 138 ページ



平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

南大隅町 株式会社カナザワかのやリサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 78 70

錦江町 株式会社カナザワかのやリサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 96 77 材料リサイクル

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

東串良町 株式会社カナザワかのやリサイクルセン
ター

株式会社エコポート九州 15 10
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

東洋ケミカル株式会社 再生樹脂
再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

南薩地区衛生管理組合　川辺清掃セン
ター

株式会社エコポート九州 114 117 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

南薩地区衛
生管理組合

南薩西部リサイクルセンター 株式会社エコポート九州 105 113

肝付町 株式会社カナザワ　かのやリサイクルセ
ンター

株式会社エコポート九州 48 41 材料リサイクル

株式会社エコマテリアル

ＰＰ
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平成25年度保管施設別契約再商品化事業者および用途分野（プラスチック製容器包装）
                                 再商品化製品利用事業者は同意を得た事業者のみ表示しています

平成26年4月2日現在

都道府
県名

市町村又は
組合名

指定保管施設名 再商品化事業者名  契約量(トン）  引取トン数 手法 再商品化製品 再商品化製品利用事業者 用途

株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
株式会社ナガシマ化学工業 再生樹脂
株式会社石神化学工業所 再生樹脂
マルカツ産業株式会社 プラスチック板
株式会社エコマテリアル 再生樹脂

土木建築用資材
大作商事株式会社 再生樹脂

再生樹脂
株式会社太和ホールディング プラスチック板
根来産業株式会社 日用雑貨・その他

日用雑貨・その他
株式会社富山環境整備 パレット
株式会社サンポリ 園芸農業用資材
東洋ケミカル株式会社 再生樹脂

再生樹脂
日用雑貨・その他

有限会社火の国産業 再生樹脂
株式会社富山環境整備 パレット
新興産業株式会社 再生樹脂
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料
北海製鉄株式会社 工業原料
新日鐵住金株式会社 工業原料
日本コークス工業株式会社 工業原料

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料竹富町 竹富町リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 9 11

名護市 名護市粗大ごみ処理施設 新日鐵住金株式会社 400 486 コークス炉化学原料化

久米島リサイクルセンター 新日鐵住金株式会社 10

コークス炉化学原料

コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

9 コークス炉化学原料化 コークス炉化学原料

ＰＥ

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

沖縄県 石垣市 石垣市最終処分場ストックヤード 新日鐵住金株式会社 310 326

久米島町

株式会社エコマテリアル

ＰＰ

伊佐北姶良
環境管理組
合

伊佐北姶良環境管理組合未来館 株式会社エコポート九州 52 44 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

内鍋清掃センター　資源ごみストック
ヤード

株式会社エコポート九州 98 52 材料リサイクル ＰＳ

ＰＥＴ

ＰＥ

138 / 138 ページ


