
別 紙

番号 申請 申請製品 品目名 循環資源の種類

1 新規 蓄圧式　粉末（ABC）消火器〔12製品〕

2 新規 加圧式　粉末（ABC）消火器〔11製品〕

3 新規 自動車用　粉末（ABC）消火器〔6製品〕

4 新規 住宅用　粉末（ABC）消火器〔5製品〕

5 新規 粉末（ABC）大型消火器〔4製品〕

6 再申請 再生路盤材RM-25

7 再申請 再生路盤材RM-30

8 再申請 再生路盤材（RC-30）

9 再申請 再生路盤材（RC-40）

10 再申請 再生砂（RC-10）

11 再申請 再生粒度調整砕石（RM-25）

12 再申請 再生粒度調整砕石（RM-30）

13 再申請 再生粒度調整砕石（RM-40）

14 再申請 RC-30

15 再申請 RC-40

16 再申請 再生砂

17 再申請 再生砕石（RC-30）

18 再申請 再生砕石（RC-40）

19 再申請 再生砂（RC-10）

申請者

ヤマトプロテック株式会社 大阪市東成区

堺土木工事業協同組合 和泉市北田中町

協同組合大阪南部リサイクルセンター 富田林市大字喜志

株式会社　英光産業 東大阪市菱江2丁目

北生駒産廃事業協同組合 大東市大字龍間

消火器 消火薬剤

再生舗装材
がれき類（コンクリート塊、
アスファルト・コンクリート
塊、またはその混合廃材）

再生舗装材
がれき類（コンクリート塊、
アスファルト・コンクリート
塊）

再生舗装材
がれき類（コンクリート塊、
アスファルト塊）

再生舗装材
がれき類（コンクリート塊、
アスファルト塊）
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番号 申請 申請製品 品目名 循環資源の種類申請者

20 再申請 竹炭（ロングサイズ）

21 再申請 竹炭（徳用）

22 再申請 竹炭（アルカリポーラス）

23 再申請 煤竹（棒・板）

24 新規 竹炭（100）

25 再申請 ＭＣグリーン ボックス 〔6製品〕 ミクニプラスチックス株式会社 東京都港区
再生材料を使用した
プラスチック製品

廃プラスチック

26 再申請 ポリナイトC-20

27 再申請 ポリナイトC-30

28 再申請 ポリナイトC-40

29 再申請 ポリナイトC-6

30 再申請 ポリナイトM-25

31 再申請 ポリナイトM-30

32 再申請 ポリナイトM-40

33 再申請 再生砂（20mmｱﾝﾀﾞｰ）

34 再申請 再生砂（洗浄10mmｱﾝﾀﾞｰ）

35 再申請 再生砂利（洗浄6～12mm）

特定非営利活動法人野と森の遊び文化協会 豊中市北桜塚2丁目

大阪ベントナイト事業協同組合 大阪市住之江区

株式会社　三和 大阪市住之江区

廃木材・間伐材・小
径材などを使用した
木製品

竹間伐材

再生舗装材 建設汚泥

再生舗装材 建設汚泥
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番号 申請 申請製品 品目名 循環資源の種類申請者

36 再申請
良い紙 12RS、単ロール55S
（有芯 シングル 114mm×55M）

37 再申請
良い紙 12RD、単ロール27.5D
（有芯 ダブル 114mm×27.5M）

38 再申請
良い紙 コアレス130S、単ロール130S
（芯なし シングル 114mm×130M）

39 再申請
良い紙 コアレス150S、単ロール150S
（芯なし シングル 114mm×150M）

40 再申請
良い紙 コアレス細芯130S
（芯なし・細芯 シングル 114mm×130M）

41 再申請
良い紙 業務用ﾜﾝﾀｯﾁ108-130S、単ﾛｰﾙ108-130S
（芯なし シングル 108mm×130M）

42 再申請
良い紙 業務用ﾜﾝﾀｯﾁ108-150S、単ﾛｰﾙ108-150S
、単ﾛｰﾙなにわｴｺ良品150S
（芯なし シングル 108mm×150M）

43 再申請
良い紙 業務用ﾜﾝﾀｯﾁ108-170S、単ﾛｰﾙ108-170S
（芯なし シングル 108mm×170M）

44 再申請
良い紙 業務用細芯180S
（芯なし・細芯 シングル 114mm×180M）

45 再申請 アイアンGLドラム

46 再申請 ステンレスGLドラム

47 再申請 再生クラッシャーラン（RC-30）

48 再申請 再生クラッシャーラン（RC-40）

49 新規 再生砂（RC-10）

50 再申請 ダイウレシート〔6製品〕

51 再申請 ハイクッション〔2製品〕

株式会社　リバース 泉南市男里4丁目

中央産業株式会社 大阪市北区

奥村組土木興業株式会社 大阪市港区

株式会社　ダイウレ 大東市御領4丁目

衛生用紙
紙類(機密書類、オフィス
古紙、牛乳パック)

輸送資材 使用済ＧＬドラム缶

再生舗装材 がれき類（コンクリート塊）

再生材料を使用した
建築用製品

ウレタンフォーム端材
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番号 申請 申請製品 品目名 循環資源の種類申請者

52 再申請
カンちゃん（再生クラッシャラン）
下層路盤材RC-30

53 再申請
カンちゃん（再生クラッシャラン）
下層路盤材RC-40

54 再申請
ジュンくん（再生粒度調整砕石）
上層路盤材RM-25

55 再申請
ジュンくん（再生粒度調整砕石）
上層路盤材RM-30

56 再申請
PETラベル樹名札
①角型小（EC‐041N白･黒）

57 再申請
PETラベル樹名札
②角型中（EC‐042N白･黒）

58 再申請
PETラベル樹名札
③角型大（EC‐043N白･黒）

59 再申請
PETラベル樹名札
④角型特大（EC‐044N白･黒）

60 再申請
プラスチックスペーサー
リングドーナツ（兼用型）

61 再申請
プラスチックスペーサー
ドーナツ（専用型）

62 再申請
プラスチックスペーサー
タワー

63 再申請
プラスチックスペーサー
サイコロ

64 再申請
プラスチックスペーサー
プレート

65 再申請 再生路盤材（RC-30）

66 再申請 再生路盤材（RC-40）

67 再申請 エコ･ペイバーズ

68 再申請 エコ･ペイバーズP

69 再申請 エコ･ペイバーズH

70 再申請 エコ･ペイバーズGS

大阪・泉州建廃処理事業株式会社 和泉市平井町

日本トップ工業株式会社 大阪市平野区

有限会社　シンセイ
貝塚市名越

栄運輸工業株式会社 大阪市都島区

株式会社マツオコーポレーション 茨木市西豊川町

再生舗装材 がれき類（コンクリート塊）

タイルブロック
都市ごみ焼却灰溶融スラ
グ、鉄鋼スラグ、がれき類

再生舗装材
がれき類（コンクリート塊、
アスファルト・コンクリート
塊）

再生材料を使用した
プラスチック製品

廃プラスチック

再生材料を使用した
プラスチック製品

廃プラスチック
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