県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

取 扱 再 生 材

認定年月

［再生加熱アスファルト混合物］
再生粗粒度（２０）

071010106 興和道路（株）
（福岡工場）
071010107 興和道路（株）
（福岡工場）
072010101 東亜道路工業(株)
（福岡アスコン）
072010102 東亜道路工業(株)
（福岡アスコン）
072010103 興和道路（株）
（飯塚支店）
072010104 興和道路（株）
（飯塚支店）
072010107 日本道路（株）
（福岡合材センター）
072010109 久留米アスコン（株）

福岡市博多区金の隈１－３４－１３

久留米市善導寺町木塚２９４－１

072010110 久留米アスコン（株）

久留米市善導寺町木塚２９４－１

072010111 世紀東急工業㈱・㈱ガイア
ート福岡合材共同企業体
072010112 世紀東急工業㈱・㈱ガイア
ート福岡合材共同企業体
081010103 瀬口舗道（株）
（山川プラント工場）
081010104 瀬口舗道（株）
（山川プラント工場）
091010101 大林道路（株）

糟屋郡宇美町大字井野７１０－５

福岡市博多区金の隈１－３４－１３
朝倉郡筑前町篠隈１１６－１
朝倉郡筑前町篠隈１１６－１
飯塚市目尾５６８－２６
飯塚市目尾５６８－２６
宗像市石丸６２０－３

糟屋郡宇美町大字井野７１０－５
みやま市山川町清水６７７
みやま市山川町清水６７７

091010103 （株）古賀組

佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
朝倉市大庭８４６－１

091010104 （株）古賀組

朝倉市大庭８４６－１

091010105 （株）NIPPO
（福岡合材工場）
091010106 （株）NIPPO
（福岡合材工場）
091010107 三井住建道路（株）
（大牟田合材工場）
091010108 三井住建道路（株）
（大牟田合材工場）
091010109 有明アスコン（株）

福岡市東区東浜２－６－１７

大牟田市新港町６－９

091010110 有明アスコン（株）

熊本県玉名市岱明町西照寺８９３

092010101 九州アスコン（株）

大分県宇佐市大字清水３０

092010104 （株）新門司アスコン

北九州市門司区新門司３－３９

092010105 （株）新門司アスコン

北九州市門司区新門司３－３９

092010106 山口建設工業（株）

北九州市八幡西区夕原町１０－２９

（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

091010102 大林道路（株）
（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

福岡市東区東浜２－６－１７

大牟田市新港町６－９
熊本県玉名市岱明町西照寺８９３

－1－

再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回（R－０２a）
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回（R－０２A）
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回

H30.8
H30.8
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8
R2.2
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
R3.2
H30.8
H30.8
H30.8
H30.8
H31.2
H30.8
H30.8
H30.8
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

092010107 山口建設工業（株）

北九州市八幡西区夕原町１０－２９

092010108 松山建設（株）
（豊前合材工場）
092010109 松山建設（株）
（豊前合材工場）
092010114 前田道路（株）
（福岡東合材工場）
092010115 前田道路（株）
（福岡東合材工場）
092010116 日本道路（株）
（西福岡合材ｾﾝﾀｰ）
092010117 日本道路（株）
（西福岡合材ｾﾝﾀｰ）
092010118 前田道路（株）
（福岡合材工場）
092010119 前田道路（株）
（福岡合材工場）
092010120 前田道路（株）
（八女合材工場）
092010121 前田道路（株）
（八女合材工場）
102010101 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
102010102 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
111010101 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
111010102 大成ﾛﾃｯｸ㈱・㈱宇佐合材・日伸

豊前市大字八屋３２２－５９

132010101
132010102
142010101
152010101
152010102
162010103
162010104
162010105
162010106
171010101
171010102
191010103
191010104
191010105

豊前市大字八屋３２２－５９
福岡市東区東浜２－６９－１
福岡市東区東浜２－６９－１
福岡市西区太郎丸下割８６８－１
福岡市西区太郎丸下割８６８－１
大野城市御笠川２－１４－１
大野城市御笠川２－１４－１
八女郡広川町大字藤田１４２８
八女郡広川町大字藤田１４２８
糟屋郡新宮町上府北４－４－１
糟屋郡新宮町上府北４－４－１
糟屋郡新宮町上府北４－４－１

取 扱 再 生 材
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

再生粗粒度（２０）
建設工業㈱豊海ｱｽｺﾝ共同企業体
突き固め ５０回
(株)フェアロード
八女市今福６１２－１
再生粗粒度（２０）
（八女合材工場）
突き固め ５０回
(株)フェアロード
八女市今福６１２－１
再生粗粒度（２０）
（八女合材工場）
突き固め ７５回
大林道路（株）
佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０ 再生粗粒度（２０）
（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ） 小郡市福童１８６３
突き固め ５０回（R－０２ｂ）
前田道路（株）
北九州市小倉北区西港町１５－７
再生粗粒度（２０）
（北九州合材工場）
突き固め ５０回
前田道路（株）
北九州市小倉北区西港町１５－７
再生粗粒度（２０）
（北九州合材工場）
突き固め ７５回
(株)フェアロード
遠賀郡水巻町猪熊１０－１４６７－１３ 再生粗粒度（２０）
（遠賀合材工場）
突き固め ５０回
(株)フェアロード
遠賀郡水巻町猪熊１０－１４６７－１３ 再生粗粒度（２０）
（遠賀合材工場）
突き固め ７５回
福岡中央アスコン(株)
糸島市大字東１７９２
再生粗粒度（２０）
（前原合材工場）
突き固め ５０回
福岡中央アスコン(株)
糸島市大字東１７９２
再生粗粒度（２０）
（前原合材工場）
突き固め ７５回
（株）NIPPO
福岡市東区東浜２－６－１７
再生粗粒度（２０）
（福岡合材工場）
突き固め ５０回
（株）NIPPO
福岡市東区東浜２－６－１７
再生粗粒度（２０）
（福岡合材工場）
突き固め ７５回
北九州市八幡西区洞南町１－３及び１－４ 再生粗粒度（２０）
三共建設（株）
突き固め ５０回
北九州市八幡西区洞南町１－３及び１－４ 再生粗粒度（２０）
三共建設（株）
突き固め ７５回
㈱ｾﾝｺｰ企画・鹿島道路㈱ 大分県日田市大字山田字山ﾉ口1277番地の14 再生粗粒度（２０）
日田ｱｽｺﾝ共同企業体
突き固め ５０回

認定年月

H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
R1.8
R2.2
R2.2
R2.2

大分県中津市植野２１－１

－2－

Ｒ2.8
R2.2
R2.2
R3.2
H31.2
H31.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R1.8
R1.8
R1.8

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

192010101 筑豊舗道（株）
（小竹工場）
192010102 筑豊舗道（株）
（小竹工場）
192010103 日本道路（株）
（福岡合材センター）
202010101 鹿島道路（株）

鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９

202010102 鹿島道路（株）

糟屋郡篠栗町大字内住４１５６

202010103 平成道路(有)

行橋市東大橋６－１２－２６

202010104 平成道路(有)

行橋市東大橋６－１２－２６

鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
宗像市石丸６２０－３
糟屋郡篠栗町大字内住４１５６

取 扱 再 生 材
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回
再生粗粒度（２０）
突き固め ５０回
再生粗粒度（２０）
突き固め ７５回

認定年月

R2.2
R2.2
R2.2
R3.2
R3.2
R3.2
R3.2

再生密粒度（２０）
071010206 興和道路（株）
（福岡工場）
071010207 興和道路（株）
（福岡工場）
072010201 東亜道路工業(株)
（福岡アスコン）
072010202 東亜道路工業(株)
（福岡アスコン）
072010203 興和道路（株）
（飯塚支店）
072010204 興和道路（株）
（飯塚支店）
072010207 日本道路（株）
（福岡合材センター）
072010209 久留米アスコン（株）

久留米市善導寺町木塚２９４－１

072010210 久留米アスコン（株）

久留米市善導寺町木塚２９４－１

072010211 世紀東急工業㈱・㈱ガイア
ート福岡合材共同企業体
072010212 世紀東急工業㈱・㈱ガイア
ート福岡合材共同企業体
081010203 瀬口舗道（株）
（山川プラント工場）
081010204 瀬口舗道（株）
（山川プラント工場）
082010201 鹿島道路（株）
（篠栗ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）
082010202 鹿島道路（株）
（篠栗ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）
091010201 大林道路（株）

糟屋郡宇美町大字井野７１０－５

（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

091010202 大林道路（株）
（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

091010203 （株）古賀組
（朝倉工場）
091010204 （株）古賀組
（朝倉工場）
091010205 （株）NIPPO
（福岡合材工場）
091010206 （株）NIPPO
（福岡合材工場）

福岡市博多区金の隈１丁目３４－１３
福岡市博多区金の隈１丁目３４－１３
朝倉郡筑前町篠隈１１６－１
朝倉郡筑前町篠隈１１６－１
飯塚市目尾５６８－２６
飯塚市目尾５６８－２６
宗像市大字石丸６２０－３

糟屋郡宇美町大字井野７１０－５
みやま市山川町清水６７７
みやま市山川町清水６７７
糟屋郡篠栗町大字内住４１５６
糟屋郡篠栗町大字内住４１５６
佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
朝倉市大庭８４６－１
朝倉市大庭８４６－１
福岡市東区東浜２－６－１７
福岡市東区東浜２－６－１７

－3－

再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回（R－０4a）
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回（R－０4A）
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回

H30.8
H30.8
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
R3.2
R3.2
R3.2
H30.8
H30.8
H30.8
H30.8

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

091010207 三井住建道路（株）
（大牟田合材工場）
091010208 三井住建道路（株）
（大牟田合材工場）
091010211 有明アスコン（株）

大牟田市新港町６－９

091010212 有明アスコン（株）

熊本県玉名市岱明町西照寺８９３

092010201 九州アスコン（株）

大分県宇佐市大字清水３０

092010204 （株）新門司アスコン

北九州市門司区新門司３－３９

092010205 山口建設工業（株）

北九州市八幡西区夕原町１０－２９

092010206 山口建設工業（株）

北九州市八幡西区夕原町１０－２９

092010207 松山建設（株）
（豊前合材工場）
092010208 松山建設（株）
（豊前合材工場）
092010211 前田道路（株）
（福岡東合材工場）
092010212 前田道路（株）
（福岡東合材工場）
092010213 日本道路（株）
（西福岡合材ｾﾝﾀｰ）
092010214 日本道路（株）
（西福岡合材ｾﾝﾀｰ）
092010215 前田道路（株）
（福岡合材工場）
092010216 前田道路（株）
（福岡合材工場）
092010217 前田道路（株）
（八女合材工場）
092010218 前田道路（株）
（八女合材工場）
111010202 大成ﾛﾃｯｸ㈱・㈱宇佐合材・日伸

豊前市大字八屋３２２－５９

大牟田市新港町６－９
熊本県玉名市岱明町西照寺８９３

豊前市大字八屋３２２－５９
福岡市東区東浜２－６９－１
福岡市東区東浜２－６９－１
福岡市西区太郎丸下割８６８－１
福岡市西区太郎丸下割８６８－１
大野城市御笠川２－１４－１
大野城市御笠川２－１４－１
八女郡広川町藤田１４２８
八女郡広川町藤田１４２８
大分県中津市植野２１－１

建設工業㈱豊海ｱｽｺﾝ共同企業体

112010201 九州アスコン（株）

大分県宇佐市大字清水３０

132010201 (株)フェアロード
（八女合材工場）
132010202 (株)フェアロード
（八女合材工場）
151010201 大林道路（株）

八女市今福６１２－１

（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

152010201 前田道路（株）
（北九州合材工場）
152010202 前田道路（株）
（北九州合材工場）
162010202 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
162010203 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
162010207 福岡中央アスコン(株)
（前原合材工場）
162010208 福岡中央アスコン(株)
（前原合材工場）

八女市今福６１２－１
佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
北九州市小倉北区西港町１５－７
北九州市小倉北区西港町１５－７
糟屋郡新宮町上府勘田１５２２－１
糟屋郡新宮町上府北４－４－１
糸島市大字東１７９２
糸島市大字東１７９２

－4－

取 扱 再 生 材

認定年月

再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）

H30.8

突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

H31.2

再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回（R－０4b）
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回

H30.8
H30.8

H30.8
H31.2

H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
Ｒ2.8
R3.2
R2.2
R2.2
R3.2
H31.2
H31.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

171010201 （株）新門司アスコン

所

在

地

北九州市門司区新門司３－３９

取 扱 再 生 材
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

171010202 （株）NIPPO
（福岡合材工場）
171010203 （株）NIPPO
（福岡合材工場）
191010203 三共建設（株）

再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
福岡市東区東浜２－６－１７
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
北九州市八幡西区洞南町１－３及び１－４ 再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
北九州市八幡西区洞南町１－３及び１－４ 再生密粒度（２０）
191010204 三共建設（株）
突き固め ７５回
191010205 ㈱ｾﾝｺｰ企画・鹿島道路㈱ 大分県日田市大字山田字山ﾉ口1277番地の14 再生密粒度（２０）
日田ｱｽｺﾝ共同企業体
突き固め ５０回
192010201 筑豊舗道（株）
鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
再生密粒度（２０）
（小竹工場）
突き固め ５０回
192010202 筑豊舗道（株）
鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
再生密粒度（２０）
（小竹工場）
突き固め ７５回
192010203 日本道路（株）
宗像市大字石丸６２０－３
再生密粒度（２０）
（福岡合材センター）
突き固め ７５回
201010201 筑豊舗道（株）
鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合
（小竹工場）
201010202 (株)フェアロード
遠賀郡水巻町猪熊１０－１４６７－１３ 再生密粒度（２０）
（遠賀合材工場）
突き固め ７５回
202010201 (株)フェアロード
遠賀郡水巻町猪熊１０－１４６７－１３ 再生密粒度（２０）
（遠賀合材工場）
突き固め ５０回
202010202 平成道路(有)
行橋市東大橋６－１２－２６
再生密粒度（２０）
突き固め ５０回
202010203 平成道路(有)
行橋市東大橋６－１２－２６
再生密粒度（２０）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
052010302 日本道路（株）
（福岡合材センター）
061010301 東亜道路工業（株）

072010308 世紀東急工業㈱・㈱ガイア
ート福岡合材共同企業体
081010303 瀬口舗道（株）
（山川プラント工場）
081010304 瀬口舗道（株）
（山川プラント工場）
082010302 鹿島道路（株）
（篠栗ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）
082010308 九州アスコン（株）
091010301 大林道路（株）
（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

091010303 （株）古賀組
（朝倉工場）

H31.2

福岡市東区東浜２－６－１７

宗像市大字石丸６２０－３
朝倉郡筑前町篠隈１１６－１
福岡市博多区金の隈１－３４－１３
福岡市博多区金の隈１－３４－１３
飯塚市目尾５６８－２６
飯塚市目尾５６８－２６
久留米市善導寺町木塚２９４－１
糟屋郡宇美町大字井野７１０－５
みやま市山川町清水６７７
みやま市山川町清水６７７
糟屋郡篠栗町大字内住４１５６
大分県宇佐市大字清水３０
佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
朝倉市大庭８４６－１

－5－

Ｒ2.8
Ｒ2.8
R1.8
R1.8
R1.8
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
R3.2
R3.2

再生密粒度（１３）
突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

R2.2

再生密粒度（１３）
突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

071010305 興和道路（株）
（福岡工場）
071010306 興和道路（株）
（福岡工場）
072010302 興和道路（株）
（飯塚支店）
072010303 興和道路（株）
（飯塚支店）
072010306 久留米アスコン（株）

認定年月

再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（R－０6a）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（R－０6a）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回

R2.2
H30.8
H30.8
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
R3.2
R3.2
H30.8

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

091010305 （株）NIPPO
（福岡合材工場）
091010306 三井住建道路（株）

福岡市東区東浜２－６－１７
大牟田市新港町６－９

091010307 有明アスコン（株）

熊本県玉名市岱明町西小照寺８９３

092010302 （株）新門司アスコン

北九州市門司区新門司３－３９

092010303 山口建設工業（株）

北九州市八幡西区夕原町１０－２９

092010304 松山建設（株）
（豊前合材工場）
092010305 松山建設（株）
（豊前合材工場）
092010308 前田道路（株）
（福岡東合材工場）
092010311 前田道路（株）
（福岡合材工場）
092010312 前田道路（株）
（福岡合材工場）
092010313 前田道路（株）
（八女合材工場）
102010301 世紀東急工業㈱・㈱ガイア
ート福岡合材共同企業体
111010302 大成ﾛﾃｯｸ㈱・㈱宇佐合材・日伸

豊前市大字八屋３２２－５９
豊前市大字八屋３２２－５９
福岡市東区東浜２－６９－１
大野城市御笠川２－１４－１
大野城市御笠川２－１４－１
八女郡広川町大字藤田１４２８
糟屋郡宇美町大字井野７１０－５
大分県中津市植野２１－１

建設工業㈱豊海ｱｽｺﾝ共同企業体

122010301 大林道路（株）
（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

132010302 (株)フェアロード
（八女合材工場）
132010304 (株)フェアロード
（八女合材工場）
142010301 大林道路（株）

佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
八女市今福６１２－１
八女市今福６１２－１

151010301 三井住建道路（株）

佐賀県三養基郡基山町小倉９６－１０
小郡市福童１８６３
大牟田市新港町６－９

151010302 三井住建道路（株）

大牟田市新港町６－９

152010301 日本道路（株）
（西福岡合材ｾﾝﾀｰ）
152010302 前田道路（株）
（北九州合材工場）
152010303 前田道路（株）
（北九州合材工場）
162010302 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
162010303 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
162010304 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
162010306 福岡中央アスコン(株)
（前原合材工場）
162010307 福岡中央アスコン(株)
（前原合材工場）
171010301 （株）新門司アスコン

福岡市西区大字太郎丸８６８－１

（北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所、福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）

171010302 （株）NIPPO
（福岡ﾘｻｲｸﾙ合材工場）

北九州市小倉北区西港町１５－７
北九州市小倉北区西港町１５－７
糟屋郡新宮町上府北４－４－１
糟屋郡新宮町上府北４－４－１
糟屋郡新宮町上府北４－４－１

取 扱 再 生 材
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（R－０6a）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）

H30.8

突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

H31.2

再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回（R－０6A）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（R－０6ｂ）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（Ｒ－06b）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（Ｒ－06c）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（R－０6a）
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

糸島市大字東１７９２
糸島市大字東１７９２
北九州市門司区新門司３－３９
福岡市東区東浜２－６－１７

－6－

認定年月

再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生密粒度（１３）

H30.8

H30.8

H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
H31.2
R2.2
Ｒ2.8
R3.2
R2.2
R2.2
R3.2
H30.8
H30.8
H31.2
H31.2
H31.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2

突き固め ７５回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

H31.2

再生密粒度（１３）
突き固め ５０回

Ｒ2.8

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

172010301 鹿島道路（株）
（篠栗ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）
182010301 日本道路（株）
（西福岡合材ｾﾝﾀｰ）
191010302 鹿島道路（株）
（篠栗ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）
191010303 三共建設（株）

所

在

地

取 扱 再 生 材

再生密粒度（１３）
突き固め ７５回（R－０6A）
福岡市西区大字太郎丸８６８－１
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（R－０6ｂ）
糟屋郡篠栗町大字内住４１５６
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回（R－０6ｂ）
北九州市八幡西区洞南町１－３及び１－４ 再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
191010304 ㈱ｾﾝｺｰ企画・鹿島道路㈱ 大分県日田市大字山田字山ﾉ口1277番地の14 再生密粒度（１３）
日田ｱｽｺﾝ共同企業体
突き固め ５０回
192010301 筑豊舗道（株）
鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
再生密粒度（１３）
（小竹工場）
突き固め ５０回
192010302 筑豊舗道（株）
鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
再生密粒度（１３）
（小竹工場）
突き固め ７５回
192010303 東亜道路工業（株）
朝倉郡筑前町篠隈１１６－１
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
201010301 筑豊舗道（株）
鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合
（小竹工場）
201010302 (株)フェアロード
遠賀郡水巻町猪熊１０－１４６７－１３ 再生密粒度（１３）
（遠賀合材工場）
突き固め ５０回
202010301 平成道路(有)
行橋市東大橋６－１２－２６
再生密粒度（１３）
突き固め ５０回
202010302 平成道路(有)
行橋市東大橋６－１２－２６
再生密粒度（１３）
突き固め ７５回
再生細粒度（１３）
092010401 前田道路（株）
（八女合材工場）
132010401 世紀東急工業㈱・㈱ガイア
ート福岡合材共同企業体
132010402 (株)フェアロード
（八女合材工場）
151010401 興和道路（株）
（福岡工場）
151010402 三井住建道路（株）
162010401 興和道路（株）
（飯塚支店）
162010402 東亜道路工業(株)
（福岡アスコン）
182010401 日本道路（株）
（福岡合材センター）
192010401 筑豊舗道（株）
（小竹工場）
201010401 (株)フェアロード
（遠賀合材工場）
再生密粒度G（１３）
152010501 前田道路（株）
（北九州合材工場）
171010501 （株）新門司アスコン
182010501 筑豊舗道（株）
（小竹工場）
192010501 三共建設（株）

認定年月

糟屋郡篠栗町大字内住４１５６

八女郡広川町大字藤田１４２８
糟屋郡宇美町大字井野７１０－５
八女市今福６１２－１
福岡市博多区金の隈１－３４－１３
大牟田市新港町６－９
飯塚市目尾５６８－２６
朝倉郡筑前町篠隈１１６－１
宗像市石丸６２０－３
鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９
遠賀郡水巻町猪熊１０－１４６７－１３

北九州市小倉北区西港町１５－７
北九州市門司区新門司３－３９

再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回
再生細粒度（１３）
突き固め ５０回

R3.2
H31.2
R3.2
R1.8
R1.8
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
R3.2

H31.2
R2.2
R2.2
H30.8
H30.8
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8

再生密粒度G（１３）
突き固め ５０回
再生密粒度G（１３）

H31.2

突き固め ５０回 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ配合

H31.2

鞍手郡小竹町御徳１７０２－１９

再生密粒度G（１３）
突き固め ５０回
北九州市八幡西区洞南町１－３及び１－４ 再生密粒度G（１３）
突き固め ５０回

再生開粒度（１３）

－7－

H31.2
R2.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

152011101 前田道路（株）
（北九州合材工場）
192011101 三共建設（株）

所

在

地

取 扱 再 生 材

再生開粒度（１３）
突き固め ５０回
北九州市八幡西区洞南町１－３及び１－４ 再生開粒度（１３）
突き固め ５０回

認定年月

北九州市小倉北区西港町１５－７

H31.2
R2.2

［再生資源を含有した路盤材］
再生粒度調整砕石（４０）
081020101 大坪ＧＳＩ（株）
（立花工場）
092020101 （株）サカヒラ
112020101 大坪ＧＳＩ（株）
（立花工場 他２工場）
再生粒度調整砕石（２５）
052020301 （株）岩室商会

八女市立花町上辺春５１４９－１
飯塚市潤野１２１７－１
八女市立花町上辺春５１４９－１

再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

(40mm)
Ｒ2.8
(40mm)
H31.2
(40mm)

再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
052020302 （株）都市資源開発
糟屋郡須恵町大字植木２０４７－９１
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
061020301 樋口産業（株）
福岡市博多区千代６－７－４０
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
061020302 （株）三和興業
糟屋郡篠栗町大字内住４１５６－２９
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
071020301 エスティ建材（株）
福岡市西区吉武７１５番地
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
071020302 才田砕石工業（株）
朝倉市下渕２３７
再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 50% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
071020303 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路 糟屋郡新宮町上府北４－４－１
再生粒度調整砕石 (25mm)
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
071020306 九州ﾊﾞｲｵｶｰﾎﾞﾝ（株）
太宰府市大字北谷字夕内１１２５－２ 再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
071020307 （株）松尾組
北九州市八幡西区大字畑６９６
再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 30% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 70%
北九州市八幡西区大字畑５５１
071020308 （株）西村砕石所
再生粒度調整砕石 (25mm)
大谷工場
砕石 40% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 60%
太宰府市大字北谷８６８－１３６
071020309 （株）西興
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
072020302 松隈重機工業（株）
糸島市志摩町松隈５９３
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
072020303 （有）女天砿業所
糸島市志摩町桜井２１３１
再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 50% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
072020304 光進工業（株）
北九州市小倉北区西港町１２５－８
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
072020305 （株）西村砕石所
北九州市小倉南区１５８
再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 30% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 70%
072020307 （有）サン企画
宮若市本城１５９２－５０
再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
081020301 永順産業（株）
遠賀郡岡垣町大字三吉１２１０
再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 40% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 60%
081020303 （株）共立砕石所
宮若市宮田１４９６－８
再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 20% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80%
081020304 武中鉱産（株）
田川郡香春町採銅所才ヶ坂２９５１－１４ 再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 50% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
081020305 大坪ＧＳＩ（株）
八女市立花町上辺春５１４９－１
再生粒度調整砕石 (25mm)
（立花工場）
砕石 50% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
081020306 梅光産業（株）
北九州市門司区大字喜多久２２－２
再生粒度調整砕石 (25mm)
砕石 50% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%

R3.2

福岡市西区大字吉武６９４

－8－

Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
R3.2
H30.8
H30.8
R3.2
H30.8
H30.8
H30.8
H30.8
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

082020301 （株）エー・アール・シー

鞍手郡小竹町御徳１３５－４３

091020301 三共建設（株）

北九州市八幡西区築地町７－１

091020302 （株）河本商事

京都郡苅田町港町３０－７

092020301 （株）サカヒラ

飯塚市潤野１２１７－１

092020302 eデザイン（株）

宗像市石丸１４８－２

092020303 アサクラ開発（株）

朝倉市佐田４６０７－７

092020304 瀬口舗道（株）

みやま市山川町清水６７７

092020306 （株）タマテック

鞍手郡小竹町御徳字井田尻４０５－７

102020301 （有）晃栄建設

行橋市大字入覚樋田２３５９－２

111020301 （株）クリア

八女市立花町白木５６７９

111020302 （有）東久興産

久留米市太郎原町１５３９－２

112020301 （株）テイク・１

久留米市藤山町鉾立２２０－７９

112020302 大坪ＧＳＩ（株）
（立花工場 他２工場）
112020303 （株）浮羽商会

八女市立花町上辺春５１４９－１

112020304 三加和鉱山（株）

熊本県玉名郡和水町上十町1178－8

112020305 （株）別府土建

朝倉市柿原字池の内６１０

112020307 （株）永幸建設

久留米市藤山町15－1

112020308 大林道路（株）
（福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）
121020301 江上建設(株)

小郡市福童１８６３
佐賀県佐賀市諸富町大字徳冨１１３－１

121020302 (有)萬葉

大牟田市健老町４６９

12202030１ 三新興産（株）

大牟田市新港町６－９

122020302 （株）三開永江組

みやま市高田町黒崎開１－１

131020302 堤工業（株）

熊本県山鹿市鹿北町芋生４２７８

131020303 太田登（太田古鉄商店）
（港町工場）
131020304 （株）アイチ．

京都郡苅田町港町２０－５

131020305 サンエイ工業 牛嶋 利三
（山川工場）
132020301 サカイ工業（株）
（ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ、他１工場）
161020303 日鉄スラグ製品(株)
（八幡事業所戸畑ｽﾗｸﾞ工場）
162020301 （株）エー・アール・シー

みやま市山川町立山１８１－２１

取 扱 再 生 材
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石

(25mm)
R2.2
(25mm)
H30.8
(25mm)
H30.8
(25mm)
H31.2
(25mm)
H31.2
(25mm)
H31.2
(25mm)
H31.2
(25mm)
H31.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R2.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R2.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R2.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R3.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R3.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

久留米市田主丸町長栖７６１－３

再生粒度調整砕石

(25mm)
R3.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R3.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%

再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生粒度調整砕石

(25mm)
R3.2
(25mm)
R3.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R3.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
H30.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
H30.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
H31.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
H31.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
福岡市東区東浜２－８５－２４

再生粒度調整砕石

(25mm)
R1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

再生粒度調整砕石

(25mm)
R1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
久留米市城島町大依６３

再生粒度調整砕石

久留米市三潴町清松２６５－５

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 90% 陶磁器くず(廃瓦) 10%

北九州市戸畑区大字中原４６－９３

再生粒度調整砕石

鞍手郡小竹町御徳１３５－４３

－9－

認定年月

(25mm)
R2.2

(25mm)

鉄鋼スラグ 80% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊20%

R1.8

再生粒度調整砕石 (25mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 20% 鉄鋼ｽﾗｸﾞ 80%

R2.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

取 扱 再 生 材

162020302 大坪ＧＳＩ（株）
（立花工場 他２工場）
162020303 （株）クリア

八女市立花町上辺春５１４９－１

再生粒度調整砕石

171020301 （株）西村砕石所
（蒲生工場）
172020301 （株）文田建設

北九州市小倉南区大字南方６８８－１、 再生粒度調整砕石
６８８－３、６９７
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 70%
大牟田市新開町３－１１４
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 60%
福岡市東区東浜２－６９－１
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
八女郡広川町藤田１４２８－５
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
みやま市高田町昭和開１－５
再生粒度調整砕石
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
北九州市戸畑区飛幡町１－１
再生粒度調整砕石

(25mm)
R2.2

鉄鋼ｽﾗｸﾞ 50%

八女市立花町白木５６７９

再生粒度調整砕石

(25mm)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 90% 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ 10%

182020301 前田道路（株）
（福岡東合材工場）
191020301 前田道路（株）
（八女合材工場）
192020301 コガ信工業（有）
（みやま工場）
192020302 日本製鉄（株）
八幡製鉄所
再生クラッシャーラン（４０）

筑紫野市大字山家２０４３－１

071020401 エスティ建材（株）

福岡市西区大字吉武７１５

071020402 （株）岩室商会

福岡市西区大字吉武６９４

071020404 松山建設（株）

豊前市大字八屋３２２－５９

071020405 （株）大和土木

田川市大字弓削田２８０３－２

071020407 江上建設（株）

佐賀県佐賀市諸富町大字徳冨１１３－１

071020408 （有）晃栄建設

行橋市大字入覚２３５９－２

071020410 九州ﾊﾞｲｵｶｰﾎﾞﾝ（株）

太宰府市大字北谷１１２５－２

071020412 （株）古賀組

朝倉市大庭８４６－１

071020414 （株）西興

太宰府市大字北谷８６８－１３６

071020415 （株）西村砕石所

北九州市小倉南区大字小森１５８

071020417 大林道路（株）
（福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）
072020404 （有）女天砿業所

小郡市福童１８６３

Ｒ2.8
(25mm)
R3.2
(25mm)
H31.2
(25mm)
R1.8
(25mm)
R2.2
(25mm)

072020405 光進工業（株）

北九州市小倉北区西港町１２５－８

072020407 （株）浮羽商会

久留米市田主丸町長栖761－3

072020408 （有）東久興産

久留米市太郎原町１５３９－２

072020409 （有）萬葉

大牟田市健老町４６９

072020410 （株）三開永江組

みやま市高田町黒崎開１－１

072020412 （株）環境施設

筑紫野市大字山家２０４３－１

072020413 前田道路（株）
（八女合材工場）

八女郡広川町藤田１４２８－５

H30.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

H30.8

Ｒ2.8

H30.8

再生クラッシャーラン(40mm)
H30.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 30% ｺﾝ塊 50% ｱｽ塊 20%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 50% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

H30.8
H30.8
H30.8
H30.8
H30.8
H30.8
R3.2
R2.2
R2.2
R2.2
R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 85% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 15%

－10－

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
建設汚泥 50% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

糸島市志摩桜井２１３１

R2.2

(25mm)

鉄鋼ｽﾗｸﾞ 100%

052020402 （株）環境施設

認定年月

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

R2.2
R2.2
R2.2
H31.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

072020414 （株）河建

みやま市高田町田尻１３－１

081020401 瀬口舗道（株）
（山川プラント工場）
081020402 飯塚道路建設（株）

みやま市山川町清水６７７
飯塚市平恒５１５－１９

081020403 （有）サン企画

宮若市本城１５９２－５０

081020404 （株）永幸建設

久留米市藤山町１５－１

081020405 （株）エー・アール・シー

鞍手郡小竹町御徳１３５－４３

081020406 永順産業（株）

遠賀郡岡垣町大字三吉１２１０

取 扱 再 生 材
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 40% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 60%
081020407 （株）三和興業
糟屋郡篠栗町大字内住４１５６－２９
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
081020409 （株）共立砕石所
宮若市宮田１４９６－８
再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 20% ｺﾝ塊 60% ｱｽ塊 20%
081020410 （株）都市資源開発
糟屋郡須恵町大字植木２０４７－９１
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
081020412 大坪ＧＳＩ（株）
みやま市山川町河原内１４３８－１
再生クラッシャーラン(40mm)
（山川工場）
砕石 50% ｺﾝ塊 30% ｱｽ塊 20%
081020413 大坪ＧＳＩ（株）
八女市立花町上辺春５１４９－１
再生クラッシャーラン(40mm)
（立花工場）
砕石 50% ｺﾝ塊 30% ｱｽ塊 20%
081020414 梅光産業（株）
北九州市門司区大字喜多久２２－２
再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 50% ｺﾝ塊 30% ｱｽ塊 20%
081020415 武中鉱産（株）
田川郡香春町採銅所才ヶ坂２９５１－１４ 再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 40% ｺﾝ塊 40% ｱｽ塊 20%
082020401 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路 糟屋郡新宮町上府北４－４－１
再生クラッシャーラン(40mm)
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
082020402 大成ﾛﾃｯｸ㈱・三井住建道路 糟屋郡新宮町上府北４－４－１
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%
㈱共同企業体 玄海ｱｽｺﾝ
082020403 （株）環境施設
筑紫野市大字山家２０４４－３４
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

北九州市八幡西区洞北町１－８１

091020402 （株）河本商事

京都郡苅田町港町３０－７

Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
R3.2
R3.2
R3.2
H30.8
H30.8

再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 50% ｺﾝ塊 30% ｱｽ塊 20%
再生クラッシャーラン(40mm)

H30.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 90% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10%

H30.8

091020407 三加和鉱山（株）

092020401 （株）サカヒラ

熊本県玉名市和水町上十町１１７８－８ 再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 50% ｺﾝ塊 30% ｱｽ塊 20%
朝倉市下渕２３７
再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 50% ｺﾝ塊 30% ｱｽ塊 20%
朝倉市佐田４６０７－７
再生クラッシャーラン(40mm)
砕石 40% ｺﾝ塊 50% ｱｽ塊 10%
福岡市博多区千代６－７－４０
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
飯塚市潤野１２１７－１
再生クラッシャーラン(40mm)

092020402 eデザイン（株）

宗像市石丸１４８－２

092020404 三新興産（株）

大牟田市新港町６－９

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 95% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 5%

－11－

Ｒ2.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

糟屋郡新宮町大字的野７３７－５６

091020410 樋口産業（株）

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)

091020405 （株）坂本工業

091020409 アサクラ開発（株）

Ｒ2.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

091020408 才田砕石工業（株）

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

091020404 サンエイ工業 牛嶋 利三 みやま市山川町立山１８１－２１

Ｒ2.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

091020401 三共建設（株）

Ｒ2.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

嘉麻市牛隈９４５－１

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

082020404 西九開発(株)

認定年月

H30.8
H30.8
H30.8
H30.8
H31.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

H31.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

H31.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

092020405 （株）テイク・１

所

在

地

久留米市藤山町鉾立２２０－７９

取 扱 再 生 材
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 85% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 15%

092020406 （有）堀本建設

行橋市大字大谷２０６

092020408 （株）タマテック

鞍手郡小竹町大字御徳４０５－７

101020403 （株）別府土建

朝倉市柿原池ノ内６１０

102020402 松隈重機工業（株）

糸島市志摩松隈５９３

111020401 大坪ＧＳＩ（株）
（山川工場）
111020403 太田登（太田古鉄商店）
（港町工場）
111020405 （株）クリア

みやま市山川町河原内１４３８－１
京都郡苅田町港町２０－５

122020402 （株）協和工業

朝倉市杷木星丸３４９－３

131020401 （株）ケイ・アイ・エイチ

宮若市鶴田１５７９－３

131020402 堤工業（株）

熊本県山鹿市鹿北町芋生４２７８

131020404 （株）アイチ．

福岡市東区東浜２－８５番－４

132020401 サカイ工業（株）

久留米市城島町大依６３

132020402 (株)フェアロード
（八女合材工場）
141020401 大坪ＧＳＩ（株）
（柳川工場）
141020403 （株）クリア

八女市今福６１２－１

151020402 日本磁力選鉱(株)
苅田工場
152020401 前田道路（株）
（北九州合材工場）
161020401 大坪ＧＳＩ（株）
（山川工場）
161020402 （株）共立砕石所

京都郡苅田町長浜町２７－１

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 90% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10%

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝ塊 80% ｱｽ塊 20%
再生クラッシャーラン(40mm)

Ｒ2.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 75% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 15% 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ10%

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊10% 鉄鋼ｽﾗｸﾞ80% 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ10%

H30.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊90% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊10%
再生クラッシャーラン(40mm)

H31.2

ｺﾝ塊60% ｱｽ塊20% 陶磁器くず（磁気くず）5%

R1.8

再生クラッシャーラン(40mm)
鉄鋼スラグ80% ｺﾝｸﾘｰﾄ塊20%
再生クラッシャーラン(40mm)

R1.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
Co塊 16% ｱｽﾌｧﾙﾄCo塊 4% 鉄鋼ｽﾗｸﾞ80%

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
鉄鋼ｽﾗｸﾞ50%
再生クラッシャーラン(40mm)

R2.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 30% ｱｽﾌｧﾙﾄCo塊 20%

R2.2

ｺﾝ塊35% ｱｽ塊5% 陶磁器くず（ﾚﾝｶﾞくず・廃瓦）10%

－12－

R1.8

再生クラッシャーラン(40mm)

北九州市小倉南区大字南方６８８－１、 再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%
６８８－３、６９７
北九州市八幡西区大字畑５５１
再生クラッシャーラン(40mm)

大牟田市新開町３－１１４

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)

鉄鋼ｽﾗｸﾞ50% Co塊30% ｱｽﾌｧﾙﾄCo塊20%

北九州市八幡西区大字畑５５１

R1.8

再生クラッシャーラン(40mm)
Co 80% As 10% 陶磁器くず(廃瓦) 10%

北九州市八幡西区大字畑６９６

R1.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

八女市立花町上辺春５１４９－１

R1.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 35% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 15%

162020403 大坪ＧＳＩ（株）
（立花工場）
162020404 （株）松尾組
（再生骨材ﾘｻｲｸﾙ工場）
171020403 （株）西村砕石所
（蒲生工場）
172020401 （株）西村砕石所
大谷工場
172020402 （株）西村砕石所
大谷工場
172020403 （株）文田建設

H31.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 90% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10%

鞍手郡小竹町御徳１３５－４３

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

162020402 （株）エー・アール・シー

R1.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 85% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 15%

161020404 日鉄スラグ製品(株)
北九州市戸畑区大字中原４６－９３
（八幡事業所戸畑ｽﾗｸﾞ工場）
162020401 有明アスコン（株）
熊本県玉名市岱明町西照寺８９３

Ｒ2.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

宮若市宮田１４９６－８

R2.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

みやま市山川町河原内１４３８－１

R1.8

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 90% 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ 10%

北九州市小倉北区西港町１５－７

H31.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%

八女市立花町白木５６７９

H31.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

柳川市田脇３４５－１

H31.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

八女市立花町白木５６７９

認定年月

Ｒ2.8
R3.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%

R3.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 60%

R3.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

172020404 前田道路（株）

所

在

地

福岡市東区東浜２－６９－１

取 扱 再 生 材
再生クラッシャーラン(40mm)
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 100%

181020401 大坪ＧＳＩ（株）
（柳川工場）
181020402 前田道路（株） （注4）
（北九州合材工場）
181020403 （有）宮埜開発
182020401 （有）うめざき興業
（産廃リサイクル工場）
182020402 大林道路（株）
（福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ）
182020403 （株）西日本建設工業
（鹿北砕石場）
192020401 コガ信工業（有）
（みやま工場）

柳川市田脇３４５－１

認定年月

R3.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝ塊 30% ｱｽ塊 20% 鉄鋼ｽﾗｸﾞ 50%

再生クラッシャーラン(40mm)
ﾌﾗｲｱｯｼｭ 25% ｺﾝ塊 75%
築上郡上毛町大字上唐原２３４９
再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
大川市大字紅粉屋字南新開１１１３－１ 再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 100%
小郡市福童１８６３
再生クラッシャーラン(40mm)

H30.8

北九州市小倉北区西港町１５－７

熊本県山鹿市鹿北町芋生４４２７－１

みやま市高田町昭和開１－５

H30.8
H30.8
H31.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊70% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊20% 一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ10%

H31.2

再生クラッシャーラン(40mm)
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 50%
再生クラッシャーラン(40mm)

H31.2

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 80% ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 20%

R2.2

［再生資源を含有したコンクリート］
再生骨材コンクリートＬ
052030201 野方菱光（株）
（飯盛工場）
112030201 樋口産業（株）
（東浜工場）

福岡市西区大字飯盛４２５－１
福岡市東区東浜２－５－４０

呼び強度18～24、ｽﾗﾝﾌﾟ8～18、
粗骨材最大寸法20
呼び強度18～24、ｽﾗﾝﾌﾟ8～18、
粗骨材最大寸法20

Ｒ2.8
R3.2

［再生コンクリート二次製品（境界ブロック）］
141040201 小倉セメント製品工業（株） 北九州市小倉北区霧ヶ丘３－１１－１０ 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸA･B･C
（本社工場、新門司工場） 北九州市門司区新門司３－５９
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA･B･C

Ｒ2.8

［再生コンクリート二次製品（擁壁）］
141040701 小倉セメント製品工業（株） 北九州市小倉北区霧ヶ丘３－１１－１０ プレキャストウォール
（本社工場、新門司工場） 北九州市門司区新門司３－５９
600～3000 L=2000等

Ｒ2.8

［再生コンクリート二次製品（排水構造物）］
141041001 小倉セメント製品工業（株）
（本社工場、新門司工場）
141041101 小倉セメント製品工業（株）
（本社工場、新門司工場）

北九州市小倉北区霧ヶ丘３－１１－１０
北九州市門司区新門司３－５９
北九州市小倉北区霧ヶ丘３－１１－１０
北九州市門司区新門司３－５９

ｸﾘｰﾝ側溝300～600 L=2000
KNS側溝240～600 L=2000 等
枠400H～1800H 板198～548
L=910、1410 等

北九州市若松区赤岩町２－１

溶融ｽﾗｸﾞ細骨材入り下水道用
鉄筋コンクリート管

北九州市若松区赤岩町２－１

溶融ｽﾗｸﾞ細骨材入り下水道シール

北九州市若松区赤岩町２－１

ド工事用コンクリート系セグメント
溶融ｽﾗｸﾞ細骨材入り遠心力鉄筋
コンクリート管

Ｒ2.8
Ｒ2.8

［再生コンクリート二次製品（暗渠類）］
182040801 日本ヒューム（株）
（九州工場）
182040802 日本ヒューム（株）
（九州工場）
182040803 日本ヒューム（株）
（九州工場）

H31.2
H31.2
H31.2

［再生資源を含有した舗装用ブロック］
071050102 黒崎播磨（株）

嘉麻市上山田１１６７－１７

舗装用れんが（景観用普通れんが）
230×114×50㎜、230×114×60㎜

071050201 黒崎播磨（株）

嘉麻市上山田１１６７－１７

透水性舗装用れんが（景観用）

172050501 宮崎高砂工業（株）

宮崎県都城市山之口３３８８－１

172050901 リソースフォレスト（株）

朝倉郡東峰村大字福井９５０－１

230×114×50㎜、230×114×60㎜

［再生塩化ビニル管・継手］

－13－

舗装用れんが（透水タイプ）
230×115×50㎜
木質ブロック
200×100×t50

H30.8
H30.8
R3.2
R3.2

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号
052060201
～052060203
052060301
～052060303

業 者 名

所

在

地

認定各社
（注１）
認定各社
（注１）

取 扱 再 生 材
建物排水用リサイクル発泡三層
硬質塩化ビニル管
下水道用リサイクル三層
硬質塩化ビニル管

認定年月

Ｒ2.8
Ｒ2.8

［建設汚泥改良土］
052070101 （株）環境施設
052070102
052070103
052070203
061070201
071070201
081070101
112070201
131070201
162070101
171070201
191070201

筑紫野市大字山家２０６０－７

第１種処理土
建設汚泥 100%
（株）環境施設
筑紫野市大字山家２０６０－７
第１種処理土
建設汚泥 100%
キソキカイ（株）
太宰府市北谷８３２－３
第１種処理土
（北谷工場）
建設汚泥 100%
（有）環境建設
うきは市吉井町富永１６８１－１
第２種処理土
建設汚泥 100%
九州ﾊﾞｲｵｶｰﾎﾞﾝ（株）
太宰府市大字北谷１１２５－２
第２種処理土
建設汚泥 100%
大坪ＧＳＩ（株）
柳川市田脇３４５－１及び３４７－１
第２種処理土
建設汚泥 100%
キソキカイ（株）
太宰府市北谷８３２－３
第１種処理土
（北谷工場）
建設汚泥 100%
北九州市若松区南二島４－４９５－２１９ 第２種処理土
（株）環境施設
建設汚泥 100%
（株）ソイルマネジメント
糟屋郡久山町大字山田２２９６―１
第２種処理土
建設汚泥 100%
福岡市博多区大字立花寺２７３－１及び２７３－２ 第１種処理土
（株）環境施設
（立花寺ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ）
建設汚泥 100%
(株)一典工業
朝倉郡筑前町東小田６６８－１
第２種処理土
建設汚泥 100%
（株）西興
太宰府市大字北谷字夕内1116-7
第２種処理土
（太宰府ﾘｻｲｸﾙ第一工場）
建設汚泥 100%

Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
Ｒ2.8
R3.2
H30.8
Ｒ2.8
R3.2
R1.8
R2.2
Ｒ2.8
R1.8

［土壌改良材］
052080201 （株）守垣造園建設

北九州市小倉南区大字井手浦２０８

082080202 九州バーク（株）

嘉麻市稲築才田８６－１
嘉麻市牛隈６５０－２
嘉麻市稲築才田８６－１
嘉麻市牛隈６５０－２
嘉麻市稲築才田８６－１
嘉麻市牛隈６５０－２
山口県美祢市西厚保町大字原１９３７

082080203 九州バーク（株）
082080204 （株）リョクシ
161080201 山陽チップ工業(株)

バーク肥料
樹木剪定枝 100%
バーク肥料
樹皮 100%
バーク肥料
樹皮 100%
バーク肥料
樹皮 100%
バーク肥料
樹皮 100%

Ｒ2.8
R3.2
R3.2
R3.2
R1.8

［土木建築用プラスチック資材］
木材・プラスチック再生複合材
132120101 （株）エコウッド

北九州市若松区響町１－１２－１

ｴｸｽﾃﾘｱ製品(ﾃﾞｯｷ・ﾙｰﾊﾟｰ・ﾌｪﾝｽ材他)

長野県長野市若穂保科３４４０－９

ｴｸｽﾃﾘｱ材

再・未利用木材50%、廃ﾌﾟﾗ40%
192120101 エア・ウォーター・
エコロッカ(株)
再生プラスチック車止め
181120401 帝金(株)

再・未利用木材（間伐材含）16%、廃ﾌﾟﾗ28%

糟屋郡新宮町上府北３－７－１

支柱径φ115×全長1,100㎜
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ90％

R2.2
R2.2

H30.8

［埋戻用再生砂］
121130101 JFEエンジニアリング(株)

福岡県福岡市博多区千代１－１７－１

埋戻用スラグ
一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ 100%

－14－

H30.8

県土整備部で使用できる認定リサイクル製品一覧表
一覧表有効期間：R3.9.30まで 赤字が第30回追加・更新分
認定番号

業 者 名

所

在

地

132130101 大坪ＧＳＩ（株）
みやま市山川町河原内１４３８－１
（山川工場、柳川工場）
柳川市田脇３４５－１
141130101 （株）エヌジェイ・エコサービス 北九州市門司区新門司３－７９
（北九州市新門司工場、他1工場） 糸島市志摩西貝塚１２２
172130101 JFEエンジニアリング(株)
朝倉郡筑前町栗田８－３
181130101 玄界環境組合

古賀市筵内１９７０－１

取 扱 再 生 材
埋戻用再生砂(最大粒径5mm)
陶磁器くず(廃瓦、レンガくず) 100%
埋戻用再生砂(最大粒径5mm以下)
一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ 100%
埋戻用再生砂(最大粒径5mm以下)
一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ 100%
埋戻用再生砂
一般廃棄物溶融ｽﾗｸﾞ 100%

認定年月

R2.2
Ｒ2.8
R3.2
H30.8

［地盤改良用固化材］
131140104 大坪ＧＳＩ（株）

みやま市山川町河原内１４３８－１

10㎜以下
廃石膏（半水石膏）41%、製紙スラッジ灰41%

162140101 (有)大牟田エコクリーン

大牟田市大字手鎌１８５３－２

廃石膏（半水石膏）60%

181140101 (有)和廣建設

田川市弓削田２８７７
（麻生ｾﾒﾝﾄ（株）田川工場内）

石炭灰６０％

142160101 才田砕石工業（株）

朝倉市下渕４７２

151160201 大坪ＧＳＩ（株）
（山川工場）

みやま市山川町河原内１４８３－１

最大寸法40㎜
砕石微粉末19%
廃ガラス（燃成発泡したもの）100%

H28.8
R2.2
H30.8

［再生土砂］
R3.2
H30.8

注１：「アロン化成（株）」、「（株）クボタケミックス」、「積水化学工業（株）」
※県のホームページで認定製品に関する情報が確認できます。
https://www.recycle-ken.or.jp/nintei/index.html
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