沖縄県リサイクル資材評価認定制度(ゆいくる)認定資材・認定工場一覧表
平成30年12月3日現在(合計：566資材）
評価基準
区分

地区

認定番号

認定者名

使用する再生資源

認定資材名

工場住所・連絡先

備 考

再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]
本島
北部

1-10

沖縄道路(株)
http://okinawadouro.co.jp/

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

本部町字﨑本部3157
0980-47-4155

再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]
再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]
1-1

琉球開発(株)
http://www.ryukai.jp/

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

沖縄市知花4-23-5
098-939-2101

再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]
再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
1-2

大成ロテック(株)
海邦アスコン 共同企業体

As廃材

再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

沖縄市字登川福砂原3431
098-938-1056

再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]
1-3

（株）沖舗

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

沖縄市登川3395-1
098-934-3670

再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]
本島
中南部

※ゆいくる認定制
度とＡｓ事前審査
認定制度は別の
制度です。
Ａｓ事前審査認
定資材かどうかは
別途確認が必要
です。

再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]
1-11

(株)七和
http://nanawa.jp/

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

西原町字小那覇1023-1
098-945-0288

再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]
再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]

1.再生資源含
有加熱アスファ
ルト混合物

再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]
1-13

國和建設(株)

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

西原町字小那覇1241-2
098-944-5725

再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]
再生アスファルト安定処理混合物(40)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75]
1-9

(株)第一三興建設

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

糸満市西崎町5-3-9
098-995-0360

再生密粒度アスファルト混合物(20)[75]
再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生密粒度アスファルト混合物(OAC-0.4%)(20)[75]
再生密粒度アスコン(13mm)[50]
1-5

(株)八重島工業
http://www.yaejima.com/

As廃材

再生密粒度アスコン(20mm)[50]

石垣市字大川1425-9
0980-83-5269

再生粗粒度アスコン(20mm)[50]
再生密粒度アスファルト混合物 13mm[50]
1-15

平成産業(株)

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物 20mm[50]

石垣市字大川1350
0980-82-6677

再生粗粒度アスファルト混合物 20mm[50]

石垣島

再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
1-19

﨑原建設(株)

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

石垣市字新川363
0980-83-0185

※Ａｓ事前審査
認定資材でな
い。

再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生密粒度アスコン(13)[50]
1-20

南西道路(株)

As廃材

再生密粒度アスコン(20)[50]

石垣市字大川1367-1
0980-83-4441

再生粗粒度アスコン(20)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
1-16

(有)宮古アスファルト工業

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

宮古島市平良字仲宗根添3418-5
0980-72-8524

再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
1-17

(株)宮古生コン

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

宮古島市平良字西里888
0980-72-3047

再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]

宮古島

再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
1-18

共和産業(株)
http://www.kyouwa-s.co.jp/

As廃材

再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

宮古島市平良字西里1613
0980-72-2720

再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
1-21
1-22

再生密粒度アスファルト混合物(13)[50]
常有建設 (株)

As廃材

再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50]
再生密粒度アスファルト混合物(20)[50]

1

宮古島市伊良部字池間添923-13
0980-78-6091

※Ａｓ事前審査
認定資材でな
い。

沖縄県リサイクル資材評価認定制度(ゆいくる)認定資材・認定工場一覧表
平成30年12月3日現在(合計：566資材）
評価基準
区分

地区

認定番号
2-50
2-37

認定者名
宮城 直也
(丸宮リサイクルセンター)
ニライ環境開発(株)

2-43
本島
北部

再生砕石 RM-40

本部生コン(株)
http://www.motobu.com/

Co廃材

再生路盤材(RC-40)、再生粒調路盤材(RM-40)

2-54

(有)共生産業

Co廃材

再生クラッシャーラン(RC-40)、再生粒度調整砕石(RM-40)

2-66

（株）山城砕石鉱業

Co廃材

再生砕石(RC-40)

Co廃材

再生砕石 RC-40、再生砕石(RM-40)

(株)森岡コーリー
(株)森岡産業

Co廃材
廃石膏ボード
Co廃材

2-4
アイ・アール(株)
2-77

Co廃材
廃石膏ボード
Co廃材
As廃材

再生砕石 RC-40 (石膏粉３%混入)
再生路盤材 RC-40、再生路盤材RM-40
再生路盤材 RC-40混(石膏粉3%)
RC-40 (アスファルト再生砕石20%混)

Co廃材

再生砕石 RC-40、再生砕石RM-40

工場住所・連絡先

大宜味村字津波津波山1971-164
0980-44-2423

名護市字安和幸名原1840-7
0980-53-8334
読谷村字楚辺2422
098-956-2398

読谷村字座喜味3105
098-956-3330

造粒再生砕石(RC-40)１：３、造粒再生砕石(RM-40)１：３

うるま市与那城饒辺338-1
098-978-8146

2-44

(有)与勝鉱産

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

うるま市勝連平安名3290-2
098-978-7064

2-18

(有)高原建設

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

沖縄市海邦町3-31
098-934-8080

2-30

(有)フジ砕石

Co廃材

再生路盤材 RC-40、再生路盤材RM-40

沖縄市字登川2737
098-937-7057

2-60

拓南製鐵(株)

電気炉酸化ｽﾗｸﾞ
電気炉還元ｽﾗｸﾞ

2-45

(株)川橋建設

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

沖縄市海邦町3-26
中部事業所
098-934-6822
中城村字屋宜平原356
098-892-4290

2-20

(有)浦西開発

Co廃材

再生砕石 RM-40、再生砕石RC-40

浦添市西原1673
098-871-2171

2-69

(有)盛重機土木

Co廃材

再生砕石 RC-40

西原町字小那覇1095
098-944-7210

2-78

㈱七和

Co廃材

再生路盤材 RC-40、再生路盤材RM-40

西原町字小那覇1023-１
098-945-0288

Co廃材

再生砕石 とみけん・RC-40、再生砕石 とみけん・RM-40

(株)とみしろ建材

Co廃材
廃石膏ボード

再生砕石とみけん・RC-40(再生石膏3%混)

豊見城市字高安558-8
098-850-6482

(株)照屋土建

Co廃材

再生砕石 RC-40、再生砕石RM-40

糸満市西崎町5-5-3
098-995-3025

2-22

(有)大開発

Co廃材

再生砕石(RC-40)

糸満市照屋1325
098-995-2015

2-64

(株)重建

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

糸満市字束里上兼本原599
098-888-3885

2-68

A-CREATE沖縄(株)

Co廃材

再生砕石 RC-40、再生砕石RM-40

糸満市字照屋624
098-851-2760

2-49

(有)新勝土木

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

南風原町字大名234-1
098-888-2385

2-2

大野産業(株)

Co廃材

再生粒調路盤材(RM-40)、再生砕石 RC-40

八重瀬町字高良267-2
098-998-3065

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

2-8

2-9
2-42
2-75

街クリーン(株)
http://www.machiclean.co.jp/

Co廃材
廃ガラス
Co廃材
廃石膏ボード

再生砕石(RC-40)ガラス・カレット類混入

2-56

(株)日光建設

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

2-73

(有)共栄産業

Co廃材

再生砕石(RC-40)

南城市玉城字垣花480
098-948-1128

2-57

国洋建設(株)

再生砕石(RC-40)
再生砕石(RC-40 As20%混合)

2-10

(有)嶺原鉱業

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

2-13

(株)平良土建

Co廃材

再生粒調砕石(RM-40)、再生砕石(RC-40)

2-26

先嶋建設(株)
http://www.sakishima.co.jp/

Co廃材

再生砕石 RC-40、再生砕石RM-40

久米島町字大原138
098-985-2138
宮古島市城辺字福里192
0980-77-2686

2-35

(有)先島メンテナンス

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

宮古島市平良字荷川取256-1
0980-72-1918
宮古島市平良字下里3107-400
先嶋産廃リサイクルセンター
0980-72-2852
石垣市字宮良上田原414-1
0980-86-7282

2-46

丸尾建設(株)

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

石垣市大川ブンニ1210-11
0980-82-4324

2-51

(株)八重島工業
http://www.yaejima.com/

Co廃材
As廃材

再生砕石 RC-40(As20%混)

Co廃材

再生粒調砕石(RM-40)

2-74

石垣市字大川1425-9
0980-83-5269

2-65

(有)ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

石垣市字石垣山座利854
0980-88-5776

2-79

(株)与儀組

Co廃材

再生砕石(RC-40)、再生砕石(RM-40)

北大東村港42番地の10
09802-3-4174

2

※製造一時停止中

※水没・滞水箇所
には使用不可

※水没・滞水箇所
には使用不可
南城市玉城字當山宇和原548
098-946-8209

Co廃材
As廃材

※水没・滞水箇所
には使用不可

南城市玉城字前川1188
098-948-7006

再生砕石 RC-40(石膏粉5%混)

Co廃材

※水没・滞水箇所
には使用不可

うるま市字具志川271４
098-973-3241

Co廃材
焼却灰

2-48

※製造一時停止中

今帰仁村字呉我山32-2
0980-56-5812
本部町字山里195
本部産業廃棄物最終処分場
0980-47-3008
宜野座村字松田1000-2
098-968-6013

(株)久和建創

電気炉スラグ RC-40

備 考

名護市嘉陽732-4
丸宮リサイクルセンター
0980-55-8751

2-14

2-21

北大東
島

再生砕石 RC-40(As10%混合)

Co廃材

2-53

(株)沖広産業

石垣島

Co廃材
As廃材

再生砕石 RC-40(As10%混)

2-67

宮古島

再生砕石 (RC-40)、再生砕石(RM-40)

Co廃材
As廃材

2-19

久米島

Co廃材

協和工業(株)

2-1

2.再生資源含
有路盤材

認定資材名

2-36

2-71

本島
中南部

使用する再生資源

※製造一時停止中

沖縄県リサイクル資材評価認定制度(ゆいくる)認定資材・認定工場一覧表
平成30年12月3日現在(合計：566資材）
評価基準
区分

地区

認定番号

認定者名

4-2

使用する再生資源

溶融スラグ
リウコン(株)
http://www.riukon.co.jp/

4-9

4-5

4.再生資源含
本島
有コンクリート二 中南部
次製品

4-6

フライアッシュ

沖縄県ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品組合
[製造工場：(㈱)牧港産業]
http://www.oki2con.or.jp/

大和コンクリート工業(株)

認定資材名

工場住所・連絡先

リサイクル鉄筋コンクリート組立マンホール（浸透管）（5品種）
（ユニホール 0号、1号、2号、3号、4号）
ＣｆＦＡ ボックスカルバート（2品種）
RCボックスカルバート（1腫）
PCボックスカルバート（150型・300型)

西原町字小那覇919
098-945-3796

溶融スラグ

溶融スラグ入り境界ブロック (全39品種)
〔片面歩車道境界ブロックA
本体 本体(水抜き) 左右 8%左右1 8%左右2 5%左右1
5%左右2 中間〕(8品種)
〔片面歩車道境界ブロックB
本体 本体(水抜き) 左右 8%左右1 8%左右2 8%左右3
5%左右1 5%左右2 5%左右3 中間〕(10品種)
〔片面歩車道境界ブロックC
本体 本体(水抜き) 左右 8%左右4 5%左右4〕(5品種)
〔両面歩車道境界ブロックA
本体 本体(水抜き) 左右 左右(両片切替用) 中間〕(5品種)
〔両面歩車道境界ブロックB
本体 本体(水抜き) 左右 左右(両片切替用) 中間〕(5品種)
〔両面歩車道境界ブロックC
本体 本体(水抜き) 左右〕(3品種)
〔地先境界ブロックA B C〕(3品種)

(株)牧港産業
浦添市勢理客7-3-16
(組合)098-898-7785
(工場)098-877-5139

溶融スラグ

無筋コンクリート二次製品(溶融スラグ入) (全34品種)
〔片面歩車道境界ブロックA
本体 本体(水抜き) 左右 8%左右1 8%左右2 中間〕(6品種)
〔片面歩車道境界ブロックB
本体 本体(水抜き) 左右 5%左右1 5%左右2 5%左右3
8%左右1 8%左右2 8%左右3 中間(B,C兼用)〕(10品種)
〔片面歩車道境界ブロックC 本体 本体(水抜き) 左右〕(3品種)
〔両面歩車道境界ブロックA
本体 本体(水抜き) 左右 中間〕(4品種)
〔両面歩車道境界ブロックB
本体 本体(水抜き) 左右 中間〕(4品種)
〔両面歩車道境界ブロックC 本体 本体(水抜き) 左右〕(3品種)
〔地先境界ブロックA B C〕(3品種)
〔車止めブロック〕(1品種)

うるま市字昆布1839番地1
098-972-3535

4-7

(有)西崎ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

溶融スラグ

無筋コンクリート二次製品・境界ブロック類(溶融スラグ入) (全34品種)
片面歩車道境界ブロック SA
本体 左右 (歩道乗入れ・車両乗入れ)
中間(歩道乗入れ・車両乗入れ)
歩道乗入れ8%左右(1号 左右2号) (7品種)
片面歩車道境界ブロック SB
本体 左右 (歩道乗入れ・車両乗入れ)
中間(歩道乗入れ・車両乗入れ)
歩道乗入れ8%左右(1号 2号 3号) (8品種)
片面歩車道境界ブロック SC
糸満市字真栄里94番地
本体 歩道乗入れ8%左右4号 (2品種)
098-840-3443
両面歩車道境界ブロック SA
本体 本体(水抜き) 左右(歩道乗入れ・車両乗入れ)
中間(歩道乗入れ・車両乗入れ) (6品種)
両面歩車道境界ブロック SB
本体 本体(水抜き) 左右(歩道乗入れ・車両乗入れ)
中間(歩道乗入れ・車両乗入れ) (6品種)
両面歩車道境界ブロック SC
本体 本体(水抜き) (2品種)
地先境界ブロック S (A B C) (3品種)

4-8

(有)大城ブロック工業

溶融スラグ

ストーンブロック（花壇・塀積用化粧ブロック） (4品種)
全面割 基本・横筋兼用ブロック 150(W)×398(L)×190(H)
全面割 コーナーブロック
150(W)×398(L)×190(H)
ライン割基本・横筋兼用ブロック 150(W)×398(L)×190(H)
ライン割 コーナーブロック
150(W)×398(L)×190(H)

南城市大里字稲嶺105
098-946-8126

エコクリスタル 普通インターロッキングブロック (3品種)
[100mm×200mm×60mm] ・ [ 200mm×200mm×60mm]
[100mm×200mm×80mm]

5.再生資源含
有 舗装用ブ
ロック

本島
中南部

5-1

(株)キョウリツ

廃ガラス
廃ガラス瓶

エコクリスタル 透水インターロッキングブロック (2品種)
[100mm×200mm×60mm] ・ [ 200mm×200mm×60mm]

うるま市石川東恩納1406-99
098-965-6321

エコクリスタル 普通平板 (2品種)
[300mm×300mm×60mm] ・ [300mm×300mm×80mm]
エコクリスタル 透水平板[300mm×300mm×60mm](1品種)

9-1
沖水化成(株)

9.再生硬質塩
化ビニル管・再 本島
生波付硬質合 中南部
成樹脂管

9-3

9-2

カナフレックスコーポレーション
(株)

硬質ポリ塩化
ビニル管切断片
廃塩ビ管ペレット

再生硬質ポリ塩化ビニル管（二層カラー管）(2品種)
〔VP75 / VP100〕

廃塩ビ管ペレット

リサイクル有孔管 VU
（φ50,φ65,φ75,φ100,φ125,φ150,φ200）

廃ポリエチレン管

カナレックス
〔φ30 φ40 φ50 φ65 φ80 φ100 φ125 φ150 φ200 〕 (9品種)
難燃カナレックス
〔φ30 φ40 φ50 φ65 φ80 φ100 φ125 φ150 φ200 〕 (9品種)

沖縄市海邦町3-14
098-982-1180

糸満市西崎町5-10-13
098-852-3337

兼用ドーナツスペーサー (5品種)
〔(適用鉄筋-かぶり厚mm)
11-1

タイガー工業(株)

11.再生資源含
本島
有プラスチック 中南部
資材

11-２

沖縄鋳鉄工業(株)

廃プラスチック
（ポリプロピレン）

廃ポリプロピレン

10・13-40 / 10・13-50 / 10・13-60 / 10・13-70 / 10・13-75〕

兼用スペーサー (4品種)
〔兼用スペーサー普通型（H型） H-30 / H-40〕
〔兼用スペーサー断熱型（PH型） PH-30 / PH-40〕
下水道用鋳鉄製防護ふた「再生プラスチック台座」」 (4品種)
〔φ200 PB8A 台座 φ200 PB25A 台座〕 (2品種)
〔φ300 PB8A 台座 φ300 PB25A 台座〕 (2品種)

3

うるま市字州崎12-11
098-982-1488

西原町字小那覇958
098-945-5453

備 考

沖縄県リサイクル資材評価認定制度(ゆいくる)認定資材・認定工場一覧表
平成30年12月3日現在(合計：566資材）
評価基準
区分

地区

認定番号

認定者名

本島
北部

12-8
12-31
12-1

本島
中南部

使用する再生資源

認定資材名

工場住所・連絡先

(株)山元産業
(株)コバキュウ
福山商事(株)

無機性汚泥
建設汚泥
無機性汚泥

汚泥改良土 ゆいゆい

宜野座村字漢那1677
098-968-2848

２種処理土

かいりょうどー

名護市久志福地原790番2
098-972-5001

２種処理土

汚泥改良土(ちゅらソイル)

読谷村字親志砂良原401-1
098-876-1111

３種処理土

２種処理土

12-14

(有)三友

無機性汚泥

汚泥改良土(三友２号)

南部営業所
南風原町字兼城413
098-832-5534
西崎リサイクルセンター
糸満市西崎町5-6-29

12-22

(有)吉田開発
http://www.yyk.co.jp/

無機性汚泥

汚泥改良土(オキソイル１号）

糸満市字座波1122
098-995-1741

２種処理土

Ｓ・Ｋソイル

南城市大里字大城４
098-946-8405

２種処理土

頑丈土破砕材

金武町字金武塩汲原3327-2
098-874-5386

スーパーソル (絶乾比重0.4～0.5, 吸水率30%以下, 粒径2mm～
75mm)

八重瀬町字新城1763－1
未利用資源リサイクル工場
098-998-6023

12-28

(株)城間農場

本島
北部

12-3

沖縄プラント工業(株)
http://www.okipura.co.jp/ga
njyudo.html

本島
中南部

12-4

(株)トリム

浄水汚泥

【盛土材
等】

【再生砂等・石代替材】

12.再生資源含
有土砂代替材

本島
北部

石炭灰

廃ガラス
廃ガラス瓶

※Ｃｏ廃材を原材料とする再生砂を使用する場合、施工前に１購入先当たり１回、六価クロムの溶出試験を行う必要がある。

12-16

(有)オキコール

溶融スラグ
炭酸ｶﾙｼｳﾑﾍﾟﾚｯﾄ

ペスクリーン再生砂

金武町字金武4095-1
098-968-6015

12-10

(株)沖広産業

Co廃材

再生砂

読谷村字座喜味3105
098-956-3330

12-25

(有)クリーンアイランド

廃ガラス

グラスサンド（再生砂）

うるま市赤野105
098-923-3348

12-12

拓南製鐵(株)

電気炉酸化スラグ

電気炉酸化スラグ再生砕砂

沖縄市海邦町3-26
中部事業所
098-934-6822

12-30

(有)高原建設

Co廃材

再生砕砂 ＲＳ０～１０

沖縄市海邦町3-31
098-934-8080

12-19

街クリーン(株)

Co廃材

再生砂

(本社工場)南城市玉城字前川1188
098-948-7006
(支店)豊見城市字嘉数383
098-850-2260

12-17

(有)新勝土木

Co廃材

再生砂

南風原町字大名234-1
098-888-2385

12-27

那覇市・南風原町環境施設組
合

焼却灰

ＮＨ再生砂

南風原町字新川650
098-882-6701

12-18

(株)とみしろ建材

Co廃材

とみけん・再生砂

豊見城市字高安558-8・562-1
098-850-6482

12-26

(株)照屋土建

Co廃材

テルヤドケン再生砂

糸満市西崎町5-5-3
098-995-3025

12-9

大野産業(株)

Co廃材

再生砂

八重瀬町字高良267-2
098-998-3065

12-29

（株）バイロン沖縄

ガラスカレット再生砂

八重瀬町字仲座435-4
098-840-7878

13-10

農業生産法人
(株)もとぶ牧場

本島
中南部

本島
北部

13-15

(株)金武有機堆肥センター

13-7

(株)沖縄有機

廃ガラスビン
板ガラス端材
牛糞尿
伐採木チップ
無機質土壌改良材※
牛糞
剪定木チップ
下水汚泥
工業汚泥

もとぶ1号(土壌改良材)

本部町字大嘉陽472
0980-47-5911

もとぶグリーン(植生基盤材)※は当資材のみ
堆肥 美ゅら有機（ちゅらゆうき）
ソイルエース

金武町字金武2064-2
098-968-5548
うるま市石川3067-122
098-965-3712

バガス肥料
13-6

(株)トリム

13-9

(株)美玉開発

13-13

(株)とみしろ建材

13-17

大城正幸（大城有機肥料）
（有）具志頭畜産

13-18

街クリーン(株)

13.再生資源含
有土壌改良材・
肥料・植生基材
本島
中南部

13-19
宮古島

(株)S＆Kみやこ島
13-20

無機質土壌改良材 スーパーソル (4mm～15mm, 15mm～25mm）

八重瀬町字新城1763－1
098-998-6023

美玉の完熟堆肥

(株)美玉ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
南風原町字神里409
098-831-7143
(株)美玉ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ(八重瀬工場)
八重瀬町字屋宜原仲志原381-1

剪定木・伐採木
・草木類

とみけん・堆肥

豊見城市字高安558-8・562-1
098-850-6482

剪定木チップ
し尿汚泥
植物質残渣

マルダイエース

南城市大里字稲嶺2332-2
098-946-8271

廃ガラス瓶

牛糞尿
剪定木

工業（下水汚泥）・木質チップ
・食品残渣・豚ぷん

街クリーン

木質チップ
・食品残渣・豚ぷん

街クリーンB

牛糞・木質チップ
・バガス・戻し堆肥

宮古島1号

鶏糞・木質チップ
・フィルターケーキ・戻し堆肥

宮古島2号

辺野古木炭創業企業組合

伐採木・剪定木
チップマルチ（30mm～0mm）

本島
北部
15-6

(本社工場)南城市玉城字前川1188
098-948-7006
（糸満堆肥センター）
沖縄県糸満市字山城阪当原389番
地

宮古島市上野字野原1190-212
0980-76-4777

下水汚泥・剪定枝葉・戻し堆肥 かんとりースーパー宮古島
チップマルチ（50mm～0mm）

15-5

15.再生資源含
有防草材

備 考

※汚泥改良土施工箇所から表流水や浸出水が公共用水域に流出する場合、設計図書に「ｐＨ」の規定の設定が必要な場合がある。

【汚泥改良土】

(有)仲正組

伐採木・剪定木

ウッドマルチ30

4

名護市字久志1040-49
0980-55-2411
金武町字金武6029番地
098-968-2930

沖縄県リサイクル資材評価認定制度(ゆいくる)認定資材・認定工場一覧表
平成30年12月3日現在(合計：566資材）
評価基準
区分

地区

16.再生資源含
有歩道等の舗 石垣島
装材

認定番号

16-2

認定者名

(株)八重島工業
http://www.yaejima.com/

使用する再生資源

炭酸カルシウムペレット

認定資材名

工場住所・連絡先

石垣市字大川1425-9
0980-83-5269

B・Sロード(ペレット15%混)

下水道用鋳鉄製マンホールふた（18資材）
〔下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 300 T-25 / T-14〕
〔下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 400 T-25 / T-14〕
〔下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 500 T-25 / T-14〕
〔下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 600 T-25 / T-14〕
〔下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 900 T-25 / T-14〕
〔下水道用鋳鉄製マンホールふた G4 900-600 T-25 / T-14〕
〔下水道用鋳鉄製防護ふた G3 200 T-25 / T-14 / T-8〕
〔下水道用鋳鉄製防護ふた G3 300 T-25 / T-14 / T-8〕

17-1

沖縄鋳鉄工業(株)

金属くず
廃棄ビレットくず
廃棄鋳物くず

水道用鉄蓋（22資材）
〔水道用円形鉄蓋：1号(250)、2号(350)、3号(500)、4号(600)、
5号(700)、6号(900)〕
〔水道用角型鉄蓋：1号(500×400)、2号(600×500)、
3号(700×500)〕
〔水道用ねじ式弁筐：A形1号、A形2号〕
〔水道用ねじ式弁筐：B形1号、B形2号〕
〔水道用ねじ式弁筐：C形1号、C形2号〕
〔水道用止水栓筐：1号(75) T2 / T-8、
2号(100) T2 / T-8 /T-14、3号(150) T8 / T-14〕

西原町字小那覇958
098-945-5453

電気通信用鋳鉄製マンホールふた（9資材）
〔R2K-60 / 75〕
〔R8K-60 / 75〕
〔S2K-60 / 75〕
〔S8K-60 / 75〕
〔OT-75CTACY〕
設備用鋳鉄製マンホールふた（24資材）
〔水封形 5000K-300/350/400/450/500/600/750/900〕
〔水封形 1500K-300/350/400/450/500/600/750/900〕
〔水封形 500K-300/350/400/450/500/600/750/900〕
航空灯火・電気施設工事ハンドホールふた、マンホール(5資材)
「航空局規格 700×500/600×400/400×400/320×320」
「航空局規格 Φ600 T-25」
鉄筋コンクリート用棒鋼（77資材）
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR 235
(D7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0)

17.再生資源含 本島
有鉄鋼製品 中南部

17-2

拓南製鐵(株)

鉄スクラップ

鉄筋コンクリート用棒鋼
(D7.0 8.0 9.0 10.0
鉄筋コンクリート用棒鋼
(D6 10 13 16 19
鉄筋コンクリート用棒鋼
(D6 10 13 16 19
鉄筋コンクリート用棒鋼
(D6 10 13 16 19
鉄筋コンクリート用棒鋼
(D6 10 13 16 19
鉄筋コンクリート用棒鋼
(D6 10 13 16 19

SR 295
11.0 12.0)
SD 295A
22 25 29
SD 295B
22 25 29
SD 345
22 25 29
SD 390
22 25 29
SD 490
22 25 29

32 35 38 41 51)
32 35 38 41 51)
32 35 38 41 51)
32 35 38 41 51)

沖縄市海邦町3-26
中部事業所
098-934-6822

32 35 38 41 51)

高強度異形棒鋼ＳＰＲ７８５ (3資材)
(T10 T13 T16)

17-3

溶接閉鎖形せん断補強筋（Ｔ－コンフープ） （9資材）
〔SD295A (D10 D13 D16) 矩形・円形〕
〔SD345 (D10 D13 D16) 矩形・円形〕
〔SD390 (D10 D13 D16) 矩形・円形〕

17-4

溶接閉鎖形高強度せん断補強筋（パワーリング７８５） （3資材）
〔SPR785 (T10 T13 T16) 矩形・円形〕

(5資材)
(5資材)
(5資材)
(5資材)

(鉄筋格子) BFSD295A(D6,D10,D13)
BFSD295B(D6,D10,D13)
BFSD345 (D6,D10,D13)
BFSD295A-D(D6,D10,D13)
BFSD295B-D(D6,D10,D13)
BFSD345-D(D6,D10,D13)

(3資材)
(3資材)
(3資材)
(3資材)
(3資材)
(3資材)

沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂312
拓南製作所(株)線材工場(鉄線、鉄
筋格子)
拓南製作所(株)溶接金網工場(寸法
切り、溶接金網)
098-895-2152

17-5

拓南製作所(株)
拓南製鐵(株)

鉄スクラップ

18-1

琉球セメント(株)

木くず
石炭灰
焼却灰
（その他）

普通ポルトランドセメント
早強ポルトランドセメント
中庸熱ポルトランドセメント
琉球ＲＫＣ－Ａ
琉球ＲＫＣ－Ｅ

浦添市西洲２-２-２
098-870-1076

18-2

琉球セメント(株)

木くず
石炭灰
焼却灰
（その他）

フライアッシュセメント（B種）

浦添市西洲２-２-２
098-870-1076

19-1

（株）リュウクス

加熱改質フライアッシュ

うるま市字州崎7-22
098-939-1181

18.再生資源含 本島
中南部
有セメント

19.再生資源含
本島
有コンクリート混 中南部
和材

溶接金網及び鉄筋格子
(溶接金網) WFP(2.6,3.2,4.0,5.0,6.0)
WFC(2.6,3.2,4.0,5.0,6.0)
WFP-D(2.6,3.2,4.0,5.0,6.0)
WFC-D(2.6,3.2,4.0,5.0,6.0)

石炭灰

5

備 考

