
かながわリサイクル認定製品の認定マークは、
かながわ（神奈川）の「か」と地球（ちきゅう）を
モチーフにしています。

令和２年３月



浅鉢・深皿・浅皿・仕切皿類 10-13

破損した食器から製造したリサイクル強化磁器食器です。

製品原料 廃食器

参考価格（税別） ６８０円～２，１５０円/個

食器類

カップ・スタック皿類 10-11

破損した食器から製造したリサイクル強化磁
器食器です。

製品原料 廃食器

参考価格（税別） ８００円～２，２００円/個

ボール類 10-12

破損した食器から製造したリサイクル強化磁器
食器です。

製品原料 廃食器

参考価格（税別） ８００円～２，１５０円/個

認定事業者
（株）おぎそ
岐阜県土岐市
０５７２－５９－８６３９

かながわリサイクル製品認定制度について

廃棄物等の発生抑制及び資源の循環的な利用の促進並びにリサイクル産業の育成と振興を図るための制度
です。「かながわリサイクル製品認定検討会」の意見を聴いて審査し知事が認定します。

平成22年度から募集を開始し、令和２年度現在26製品を認定しています。

申請 認定審査

かながわリサイクル認定製品とは

循環資源を原料の全部又は一部に利用して製造される製品のうち、神奈川県が、品質・安全性等の一定の
基準に適合しているものとして、認定する製品です。



ジョロペット 10-1

ペットボトルに取り付けると、じょうろとして使用で
きる園芸用品です。

製品原料 ペットボトルキャップ

参考価格（税別）
１００円/個

よみがえり・よみがぁ～る
・よみがえり レガロ 10-8

古着を主な原料として製造した作業手袋です。

「よみがえり」は男性サイズ、「よみがぁ～る」は女
性サイズ、「よみがえり レガロ」は小学校中学年
以上向きサイズです。

製品原料 古着、古布、古繊維

参考価格（税別）
４００円/ダース

リサイクルポリ袋 12-3

エコマーク取得済の環境配慮型ポリ袋です。

参考価格（税別）
３，５００円/箱（45ℓ 500枚入）
３，０００円/箱（70ℓ 300枚入）
２，４００円/箱（90ℓ  200枚入）

製品原料 再生ポリエチレン

認定事業者
（株）ライプロンコーポレーション
横浜市瀬谷区
０４５－３９１－５２００

きなりっこ 18-1

洗濯や食器洗い、台所まわりの掃除など、いろいろな使
い方ができる粉石けんです。
この粉石けんは障害をもった人とともに作っています。

製品原料 廃食用油

参考価格（税別）
４００円/１ｋｇ袋入り ７８０円/２ｋｇ袋入り

１，８００円/５ｋｇ袋入り ２３０円/ｷｯﾁﾝ＆ｸﾘｰﾝ（200ｇ）

認定事業者
特定非営利活動法人
川崎市民石けんプラント
川崎市川崎区
０４４－２７６－０７３９

認定事業者
南開工業（株）
南足柄市
０４６５－７３－２８２２

認定事業者
ナカノ（株）
横浜市南区
０４５－２６０－８２０６

ロコヨベンチ 11-2

シロアリなどの害虫や雨に強く、耐久性に優れているプラスチッ
ク製のベンチです。
環境に配慮された製品として公共施設などで使用されています。

製品原料 廃プラスチック、木粉

参考価格（税別）
A）１０２，７００円/脚
B）１２８，７００円/脚

認定事業者
（株）服部商店
藤沢市
０４６６－８２－７２２５

生活用品類



ロコヨコンテナー 11-4

再生プラスチック樹脂を100％原料で使用して
作った、多目的に利用できるカゴ容器です。

カラーは、その時その時に再生されるプラスチッ
ク樹脂の色をそのままに着色していません。

製品原料 廃プラスチック

参考価格（税別）
２，６００円/個（50ℓ） ４，２００円/個（80ℓ）

認定事業者
（株）服部商店
藤沢市
０４６６－８２－７２２５

ロコヨ×キエーロ 17-3

雨や害虫に強いプラスチックを使用した消滅型
生ごみ処理容器です。

製品原料 廃プラスチック

参考価格（税別） ５７，５００円/個

認定事業者
（株）服部商店
藤沢市
０４６６－８２－７２２５

Mﾊﾞｲｵ・たいひくん
11-6

バイオマス資源を有効利用して作られたバイオマス
肥料です。

植物の葉や茎の成長を助ける窒素分を多く含み、
キャベツ・白菜・ほうれん草・レタスなどの葉モノの生
育に最適です。

製品原料 し尿、浄化槽・公共下水道汚泥、
農水産物残さ

参考価格（税別） ９３円/15ｋｇ（約20ℓ）

認定事業者
三浦地域資源ユーズ（株）
三浦市
０４６－８８１－００３０

ハマのありが堆肥
10-7 

生ゴミ等を発酵させて精製した
有機肥料です。

製品原料 生ゴミ、コーヒーかす、剪定枝

参考価格（税別） １００円/３ｋｇ ５０円/４００ｇ（バラ売り）

認定事業者
横浜環境保全（株）
横浜市中区
０４５－６５１－６６８０

肥料・土壌改良材



エコカル 14-6

カルシウムとイオウが多量に含まれた石膏を原
料に生産された農業用土壌改良材です。

有効なカルシウム資材で、水によく溶け、石灰（炭
酸カルシウム）と比べ170倍の溶解率で即効性が
あります。

製品原料 再生石膏粉

参考価格（税別） １，５００円/袋（20kg）

認定事業者
中央環境開発（株）
横浜市金沢区
０４５－７７３－６０３０

サンリョウ有機 10-10

厳選した原料で、誰でも安心して様々なものに施
肥することができる特殊肥料です。

臭いがなく、作物の生育促進、土壌改善の効果
があります。

製品原料 汚泥（腹ふん）
動植物性残さ（野菜くず等）
おがくず

参考価格（税別） １，０００円/45ℓ袋

認定事業者
（株）三凌商事
東京都町田市
０４２－７２６－２６４７

ボエフ ＥＰＳＲ１ 15-3

土壌に含まれる腐植物質に着目して開発した腐
植質脱臭剤です（酸性・両性ガス対応）。

化学反応、物理吸着、生物反応の３つの反応で
脱臭します。原料の一部に浄水場発生土を利用
しています。
化学反応が主反応のため、高湿度の臭気ガスで
も脱臭効果は低下せず、活性炭と比べても急激
な能力低下がありません。製造時のCO2排出量
が少ないのも特徴です。

製品原料 浄水場排水処理ケーキ
（浄水場発生土）

用途
下水処理場、ポンプ場、農業集落排水処理施設、
し尿処理施設、厨房除害処理施設

参考価格（税別） １，３００円/ｋｇ

認定事業者
荏原実業（株）
東京都中央区
０３－５５６５－５０９５

ハマのありが堆燃（たいねん） 17-4

生ごみなどを乾燥、成型した固形燃料です。

セメント業、発電所、工業用ボイラーを使用する
事業所などで、化石燃料の代替燃料として使用
できます。

製品原料 生ごみ、おが屑

参考価格（税別） ３円/ｋｇ

認定事業者
横浜環境保全(株)
横浜市中区
０４５－６５１－６６８０



ウィードロック 森のれんが 12-5

自然素材の木からできた高品質木質成型舗装材ブ
ロックです。

木の特性である弾力性や質感を損ねることなく、独自
開発の樹脂による加工方法により、透水性、保水性
があり、熱伝導を大幅に抑えた非常に高い断熱効果
とヒートアイランド現象の防止効果があります。駐車場
や歩道、外構周りなどの屋外でもご利用下さい。

製品原料 間伐材、廃材の木質系チップ

参考価格(税別)    ３９２円 200×200×50mm
１９６円 200×100×50mm

９８円 100×100×50mm

ＮＦボード 16-3

畜舎及び食品加工場の壁・天井材等に使用できる業務
用・ＤＩＹ用の資材です。

耐水性、耐薬品性を有し、衛生的で耐腐食性にも優れ、
加工も容易です。

製品原料 容器包装プラスチック

参考価格（税別） ２，８００円/枚（12mm）
１，９００円/枚（5.5mm）
１，７００円/枚（4mm）

認定事業者
ＪＦＥプラリソース（株）
川崎市川崎区
０４４－２９９－５１９３ プレデッキ ＰＲＥ－ＤＥＣＫ 15-2

長寿命で長期間経過後もメンテナンス不要なリサイクル樹脂系建材です。

吸水性が少なく、廃石膏50％以上配合で通常のプラスチックより燃えにくく、
経年によるたわみもなく腐りません。

認定事業者
製品原料 廃石膏ボード、廃プラスチック 中央環境開発（株）

横浜市金沢区
０４５－７７３－６０３０

資材など

ハイブリッドジャリコン
14-1

産業廃棄物の減量、地球温暖化ガスの削減（従来
比53.4%削減）などに貢献する環境製品です。
生コンクリート工場で発生する廃棄物から再生したセメ
ントを原材料の一部として使用しています。

製品原料
生コンクリート工場で発生する戻りコンクリート

参考価格（税別） ７００円/袋（25kg）
１５円/kg～（フレコンパック入り）

ハイブリッドドライモルタル
13-1

産業廃棄物の減量、地球温暖化ガスの削減（従来比
53.4%削減）などに貢献する環境製品です。
生コンクリート工場で発生する廃棄物から再生したセメ
ントを原材料の一部として使用しています。
コテ伸びが良く、きめが細かいので美しく仕上がり、適
度な粘りがあるため密着性に優れています。

製品原料
生コンクリート工場で発生する戻りコンクリート

参考価格（税別）
７００円/袋（25kg）
４００円/袋（5kg）

１５円/kg～（フレコンパック入り）

認定事業者
（株）SION
京都市中京区
０７５－２５６－３１８１

認定事業者
（株）リコーン
川崎市川崎区
０４４－２０１－１８３１

参考価格 販売者にお問合せください。



スラモル 15-1

生コンクリート工場で発生する廃棄物・固化材を原材
料として使用した、流動性が大きい埋戻材です。

再掘削できる地盤強度から翌日作業するための強度
発現まで配合調整ができるので、省コスト化、工期の
短縮が可能です。

製品原料 汚泥（スラッジ水）、
ガラスコンリート陶磁器くず

参考価格（税別） ７，０００円/㎥ （運搬費は別途）

認定事業者
（株）金子コンクリート
横浜市金沢区
０４５－７８４－５９２１

全建ソイル 12-1

高い粘着力で液状化や地下浸透水を防止する、流動
化処理土の埋戻材です。

締固め作業不要で省コスト、低強度での固化ができる
ので、埋め戻し工期を短縮できます。

製品原料 建設汚泥

参考価格（税別） ７，０００円/㎥（運搬費は別途）

認定事業者
（株）ヨコハマ全建
横浜市金沢区
０４５－７７２－２６６６

埋戻材

Ｒｅｄｕｃｅ （リデュース）

廃棄物の排出抑制 「物を大切に使おう。ごみを減らそう。」

Ｒｅｕｓｅ （リユース）

製品・部品の再使用 「繰り返し使おう。」

Ｒｅｃｙｃｌｅ （リサイクル）

再生資源の利用 「再び資源として利用しよう。」

循環型社会の実現に向けて

神奈川県では、『廃棄物ゼロ』社会を目指し、３Ｒを推進しています。



神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課

神奈川県横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 TEL 045-210-4147

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f7323/

令和３年３月発行

低炭素流動コン 17-2

環境負荷低減型の流動性埋戻材です。

建設発生土・汚泥を原料とした「改良土」と、戻りコンを
主原料とした「再生セメント」を用いており、構造物の裏
込めや埋戻しに使用できます。

製品原料 建設発生土・汚泥、生コンクリート
工場で発生する戻りコンクリート

参考価格（税別） ７，０００円/㎥

認定事業者
相信産業（株）
平塚市
０４６３－５８－０４３８

エコロジコン 17-1

環境に配慮した高品質な再生生コンクリートです。

建設現場で余った生コンを洗浄して回収した骨材を用
いて製造しており、捨てコン・ラップルコン・裏込め・埋戻
し材など構造体以外の規格外品可の部分に使用できま
す。

製品原料 戻り生コン、スラッジ水

参考価格（税別） ９，５００円/㎥

認定事業者
(株)高昭産業
川崎市川崎区
０４４－３４４－３４３４

コンクリート

１. ワンウェイプラの削減

使い捨てプラ、いわゆる「ワンウェイプラの削減」については、現在、スーパーや生協などとレジ袋の削減を進め
ています。今後はコンビニなどとも広く連携し、プラ製ストローなどワンウェイプラ全体を削減していきます。

２. プラごみの再生利用の推進

県は、製造や流通にかかわる企業と連携し、ボトル本体、ラベル、キャップの３分別の徹底を図り、ペットボトル
がペットボトルに再生される社会を目指します。

３. クリーン活動の拡大等

「クリーン活動の拡大」については、この活動に参加する県民や企業・団体をさらに増やすことで、プラごみをポ
イ捨てしない意識を醸成していきます。


