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まえがき 

 

フリーアクセスフロア工業会は平成２年１１月、製品の規格化と普及、調査、研究等、を 

行うことにより業界の健全な発展とわが国の情報化社会の発展、しいては国民生活の向上

に寄与することを目的に設立されました。 

本項は平成１４年に「環境リサイクル委員会」発足以来、３Ｒ率８０％達成を機に平成２０年 

１２月に掲載しておりました内容を一部改訂し掲載いたします。 

掲載内容は以下の通りとなっております。 

 

○ 会員各企業名 

○ 会社所在地・連絡先 

○ 製品特長 

○ 環境への取り組み 

 

みなさまには会員企業の製品がどのような素材で構成されているか、会員企業の環境に対

する取り組みをご理解いただくとともに、廃棄される場合のリサイクル活動の拠りどころと

なりますように、また廃棄方法が分からないといった要望から会員企業の連絡先なども明記

し、製品のまま最終処分することが無いよう、資源として活用されることを望み発行してお

ります。 

 

今後もフリーアクセスフロア工業会は環境への取り組みを推進して参りますので、会員企

業の製品をご用命いただきますようお願いいたします。 

 

                         平成２４年３月３０日 

                        フリーアクセスフロア工業会  

調査委員会 
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株式会社アーレスティ   商品営業部 

   〒164-0062  東京都中野区中央 1-38-1  住友中野坂上ビル   TEL03-5332-6352  FAX03-5332-6052    

 

製品名：モバフロア ５０Ｌ 

製品特長 

 
 

 

 

 

 

床上歩行感を向上させた独自の穴開きパンチング 

形状パネル。 

モバフロア50L型は従来のアルミパネルの歩行音を 

解消するために開発されたアーレスティ独自の 

パンチング形状を持つ低床 OA フロア用パネルです｡ 

 

リサイクル素材の活用でエコロジーに貢献します。 

材質はアルミダイカスト製ですから、リサイクル性に優れ、 

資源の有効活用とエコロジーにも貢献しています。 

 

 

広い配線取り出し開口部で配線処理に威力を発揮。 

パネルにはフタ付きの配線取出し開口部が付いており、OA 機器などの増加で 

配線量が増えても安心です｡ 

また､電話回線など少量の配線はパネル辺部からも取り出せる設計です。 

 

 

床高さは５ｃｍから。天井の高さを気にせず設置。 

  床高さは５ｃｍから施工できますので､既存ビルの OA フロアと 

して天井の圧迫感がなく､また建物への負担も軽減できます。 

 

 

 

品名 材質 
寸法 

（基板㎜） 

重量 

（基板㎏／枚） 

強度 
床高さ 

（㎜） 
表面材 荷重－パネル 

たわみ量（N－㎜） 

JAFA 仕様 

(種類) 

モバフロア 

５０Ｌ 

アルミ 

ダイカスト 
□500×23 ３．９ 3000N－2 3000N 

H60～200 

（仕上げ材込） 

H50 

（仕上げ材別） 

タイルカーペット 

置敷タイル 
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アルミダイカスト製パネルは環境配慮製品です。 

☆アルミニウムの比重は鉄と比べると約 3 分の 1 です。 

軽量化により建築物への重量負担の軽減及び輸送 

エネルギーの削減になります。 

 

☆アルミニウムは､ボーキサイトとよばれる鉱石から 

できています｡ 鉱石からアルミニウムを作るには 

たくさんのエネルギーが必要ですが､一度アルミニウムを 

つくると､その約 3％のエネルギーで何度でもリサイクル 

することができます。 

 

現在、日本のアルミニウムの総需要量は 

年間約 400 万トン前後(2004 年 1～12 月で 405 万トン) 

で､世界のトップクラスを誇っています｡アルミニウムは 

リサイクルに優れた素材で、日本においては､世の中に 

出たアルミ缶の 80％が回収されリサイクルされています｡ 

アーレスティではアルミニウムのリサイクル事業を通して､ 

循環型社会の構築の一端を担っています。 

 

IＳＯ１４００１：１９９６ 

アーレスティでは本社及び主要工場サイトでＩＳＯ１４００１：１９９６認証を取得しました。（取得時期２００１年３月） 

 

   環境方針 

 
１．私たちは私たちの開発、生産、販売、廃棄の活動が地球環境と深く関連し影響を与えていることを明確 

にとらえ、環境目的・目標・実施計画を定め、それらを必要に応じて見直し、環境保全活動の継続的な 

改善をはかります。 
 

２．私たちは国・地方公共団体・利害関係者などの環境規制、規則、協定などの要求事項を遵守し、さらに 

技術的・経済的に可能な範囲で自主基準を定め、一層の環境保全に取組みます。 
 

３．私たちは特に次の項目について優先的に活動し、環境保全と汚染予防に取組みます。 

(1)大気汚染、水質汚濁に関する施設・工程の管理・改善を徹底します。 

(2)廃棄物の再資源化 100％を維持します。 

(3)廃棄物総排出量の減量、アルミリサイクル事業の拡大を推進し、循環型社会へ貢献します。 

(4)CO2排出の抑制をはかり、地球温暖化防止への配慮をします。 

(5)環境に配慮した製品及び商品の開発・設計に取り組みます。 

 
４．私たちは従業員一人ひとりの環境保護意識の向上をはかるため、教育・啓蒙活動を継続的に行います。 

 
５．私たちは良き企業市民として、地域社会の環境保全に努め、地域との共生をはかります。 

 
～ 私たちはこの環境方針を社内外を問わずに公表いたします ～ 

 
２００５年４月１８日 改２ 

株式会社アーレスティ 

取締役社長  高橋 新 
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株式会社 イトーキ     建材事業本部 建材商品営業統括部 

  〒104-0045 東京都中央区築地 7-17  TEL 03-3546-7412    FAX 03-3546-7413 
 

製品名：フリーアクセスフロア ＬＡＦ－Ｔ５００ 

 
    製品特長 

◆ 用途によって選択できる高強度な 
スチール構造 

◆ メンテナンスが容易な設計 
◆ 優れた耐震・耐火性 
◆ リサイクル可能な素材 
◆ 組合せ可能な統一規格 

   仕様・性能 

◆ ３０００N 

寸法：W500×D500×t25 ㎜ 
 重量：5.4kg 
性能：対荷重性能（中央部・辺中央部） 

・ たわみ量：3000N 時 3.0 ㎜以下 
・ 終局荷重：6000N 以上 

◆ ５０００N 

寸法：W500×D500×t26 ㎜ 
重量：6.4kg 

 性能：対荷重性能（中央部・辺中央部） 
・ たわみ量：5000N 時 3.5 ㎜以下 
・ 終局荷重：10000N 以上 

 
脚の種類は分離脚（ＴＦ脚）、高床分離脚（ＴＡ脚）、ボルト脚（ＢＮ脚）があり、それぞれ用途に

応じて選択することができます。 
 
製品での環境への取り組み 

■ エコマーク取得 

フロアパネル、支持脚はスチール製の 
単一素材、その他の付属パーツも単一 
素材で構成され、しかも簡単に分別が 
でき、高いリサイクル率を実現してい 
ます。 
 
 
 
 

 
 
 
 08123027 
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製品名：フリーアクセスフロア ＬＡＦ－Ｔ５００ 

■ 軽量化設計 

中空スチール構造を採用することで、荷重や衝撃に対する高い強度を保ちながらも、軽量化を 
実現しました。 
建築物への質量負担を大幅に軽減します。 

 
充填タイプと中空タイプの比較（10,000 ㎡のﾋﾞﾙの場合） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
■ 材質表示 

廃棄時の分別やリサイクルがしやすいように、 
樹脂パーツには、材質名が表示されています。 

 
 
 
株式会社イトーキの環境への取り組み 

------------------------------------ 環境方針 ------------------------------------- 

株式会社イトーキ及びイトーキグループは、地球環境問題を２１世紀の最重要課題であると認識し、 

持続可能な循環型社会を実現するため、企業活動の全ての領域で地球環境への負荷の低減を図り 

ます。そして、さらに人の多様性を考慮した“人が主役の環境づくり”を目指します。 

― 行動指針 ― 

１．地球環境と人に配慮した製品・サービス及び空間デザインを提供します。 

製品開発においては、自社基準によるアセスメントを実施し、製品の「Eco・プロダクト化を推進し 

ます。また、人と地球が「活き生き」と共創する社会の実現を目指す企業コンセプト「新 Ud＆Eco 

Style」の実践に努めます。日常の業務に環境活動を取り込み、地球環境の保全と汚染の予防に 

努めます。 

２．①省資源、省エネルギー及びリサイクルの促進  ②有害物質の管理の徹底と使用量の最小化    

③地球温暖化ガス（ＣＯ₂）及び環境汚染物質の管理による放出量の最小化  ④グリーン調達、 

グリーン購入の促進  ⑤地球環境負荷の低減に資する技術の研究・開発 

３．環境関連法規制等､その他当社が同意する規制･協定等を順守します｡更に自ら環境基準を定め､

これを順守します。 

４． 要員一人ひとりに環境方針を周知させるとともに、計画的な教育・訓練を通じて環境意識の向上 

を図り、業務に反映できるよう人材を育成します。 

５．環境マネジメントシステムの継続的改善を図ります。 

株式会社 イトーキ     建材事業本部 建材商品営業統括部 

  〒104-0045 東京都中央区築地 7-17  TEL 03-3546-7412    FAX 03-3546-7413 
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株式会社イノアック住環境 

〒456-0068 愛知県名古屋市熱田区神野町二丁目７０番地 

TEL（052）681-2111  FAX (052) 682-6909  

 
製品名：ＮＰタイプ 

 
製品特長 

 
○材質  
再生ポリプロピレン 

○上面寸法  
２５０mm×２５０mm 

○高さ  
４０mm・５０mm・７５mm・９３mm 

○耐荷重性能 
３０００Ｎ 

○重量 
ＮＰ－４０： ８㎏/㎡ 
ＮＰ－５０： ９㎏/㎡ 
ＮＰ－７５：１０㎏/㎡ 
ＮＰ－９３：１１㎏/㎡ 

 
 
 
 

 

環境への取り組み 
 
① 原料は、１００%再生材を使用しています。 

自動車のバンパー及びＰＰ部品の成形時に発生する不良品やゲート等を主材として 
使用し、安定した強度・品質を確保しています。 

 
② ペットボトルのキャップの粉砕材を２%程度添加し、エコキャップ運動に協力して 

います。 
 
③ 梱包資材をＰＰバンドのみ１周結束とし（１６枚/㎡）必要 小限にしています。 
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オーエム機器株式会社 

【本社営業部】     

〒719-1121   岡山県総社市赤浜 500   

TEL 0866-92-9082  FAX 0866-94-1110 

【東京営業部】     

〒103-0016   東京都中央区日本橋小網町 3-17 近仁ﾋﾞﾙ 4F   

TEL 03-5642-7681  FAX 03-5642-7688 

 
  製品名： オムレックスフロアＯＰ２ 

品 名 材 質 
寸法㎜ 

表面仕上げ材含まず 

重量 kg/枚 

表面仕上げ材含まず 

強度（加圧板 50φ）実力値 

中央集中荷重・中央最大荷重 
床高㎜ 表面仕上げ材 

OP2-3 
溶融亜鉛メッキ鋼板 

ウッドコア 
500×500×t24 6.5  たわみ 1.5 ㎜/3000N・15000N H50～H200 

タイルカーペット 

置敷タイル 

OP2-5 
溶融亜鉛メッキ鋼板 

ウッドコア 
500×500×t24 7.0  たわみ 1.5 ㎜/5000N・20000N H50～H200 

タイルカーペット 

置敷タイル 

(社)公共建築協会 評価品 

全てのパネル１辺には、２５

㎜×７．５㎜の配線取り出し

芯材にウッドコ

アを採用するこ
①廊下・エレベーターホール・重量エリ

ア・移動観覧席を伴うような 

 

ＯＰ２フロアシステム 
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【オムレックスフロア ＯＰ２フロアシステムの特徴】 

 

 

 

 

【オムレックスフロア ＯＰ２パネル 環境への取り組み】     

  ①ＯＰ２パネルは芯材に、住宅解体材から回収された木材を破砕し、異物を除去した再生材料を主体に、 

   防蟻剤・防腐剤・防黴剤・防虫剤を一切使用せず製造された「パーティクルボードＦ☆☆☆☆」を芯材 

   として採用しています。        

    ※古いビルの解体時、杭に松杭が使用されていれば、その松杭を   

     パーティクルボードとして再利用することもできます。    

          

  ②ＯＰ２パネルは、土壌汚染に係る環境基準「平成３年８月２３日 環境庁告示第４６号」を満たし、また、 

   磨耗などによるカドミウム・鉛・砒素・水素など有害な物質を含む粉体の発生の無い材料を採用している 

   ことから、エコマーク商品として認定されております。      

          

  ③製造時に発生したスチールの切り屑は、リサイクル材料として回収、また、パーティクルボードの切り屑 

   に関しても、回収して再度粉砕し、パーティクルボードの原料として再利用しています。   

          

【会社としての環境への取り組み】       

  ２００１年６月にＩＳＯ１４００１を取得し、活動を推進しています。     

  開発商品においては、設計段階から有害物質を含まない、発散しない材料の選定、再生材料等  

  グリーン調達の実施により資源を大切にし、廃棄物の削減に向けた省梱包、リターナブル梱包化、  

  分別可能設計の織り込みや耐久性の向上による商品の長寿命化など、ＬＣＡの視点に立ち環境負荷 

  の低減への取り組みを行っています。       

 
 

 



－9－ 

 



－10－ 

 



－11－ 

 
製品名：フリープランフロア 

 

 

製品特長 

 
＜耐荷重性能＞ 

JAFA 基準：2,000N タイプ適合 
＜エコマーク認定品＞ 
 プラスチックの再利用 
 認定番号：第 06123006 番 
＜施工性＞ 
 置敷タイプ 軽量で短納期施工が可能 
＜配線レイアウト性＞ 
 配線替えに専門技術は不要 
 メンテナンスが容易 
＜耐荷重性能＞ 
 ＰＰバンドによる簡易包装 

 

 
 
 
ＫＩＹＯＲＥＸ 

マテリアル・リサイクルシステムの構築 

 
弊社の主要製品であるフリーアクセスフロアは､樹脂製OA開発生産出荷後､約20年以上

が経過した現在､フロアのリフォーム時期を迎えます。そのため､今後廃棄されると考え

られるフリーアクセスフロアの発生を予測し､その廃棄物を回収、選別、粉砕、リペット、 
再商品化する一連のリサイクルシステムを構築することにより､循環型社会構築の一助

とすることを目的とします。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

紀陽産業株式会社    大阪市西区阿波座 1 丁目 12 番 21 号 

             TEL 06-6538-0686 / FAX 06-6538-0685 
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紀陽産業株式会社    大阪市西区阿波座 1 丁目 12 番 21 号 

             TEL 06-6538-0686 / FAX 06-6538-0685 
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製品名：ネットワークフロア 

 
 
 
 
 

 
 
◆リユース・リサイクル・ロング 
 ライフ（リデュース）の置敷式 

溝配線ＯＡフロアシステム。 
  

◆納入実績１,０００万㎡突破の  
確かな実績。 

  
 

 

 
〈特 長〉 
①耐久性・長寿命・保証期間           ②優れた歩行感 

耐久性に優れビルとライフを共にできる      超高強度軽量コンクリートマットが床に 
長寿命製品で、信頼と安心の１０年保証。    ピッタリ馴染む構造で、ガタツキのない 

普通の床と同じ歩行感。 
 
③配線の自在性・経済性            ④驚きの施工性 
配線路カバーを取るだけで、オフィスの   従来型二重床より､断然速い施工スピード。             

皆様ご自身でコンセントの増移設ができ     （工期短縮） 
経済的。 

 
〈主な仕様と性能〉 
      製品名 
項 目 ネットワークフロア４０・ネットワークフロア２９ 

仕 
 
様 

材   質 超高強度軽量コンクリート+リサイクル樹脂+無鉛カチオン塗装鋼板 
床 高 さ ①床高さ＝４０㎜・２９㎜      ②配線有効高さ＝３６㎜・２５㎜ 
質   量 ３０Kg／㎡（配線路カバー含む） ・ ２６Kg／㎡（配線路カバー含む） 

性 
 
能 

ＪＡＦＡ規格 
静荷重試験   ＪＡＦＡ規格 ３０００Ｎ・５０００Ｎ適合品 
燃 焼 試 験   ＪＡＦＡ規格 グレードⅠ適合 (残炎時間 ０秒) 

認 定・評 価 
・（社）公共建築協会 品質性能評価品 ・グットデザイン賞受賞製品 
・（社）文教施設協会 推奨品     ・エコマーク認定商品     

＊ＪＡＦＡ規格＝ＪＩＳ Ａ 1450：2009に基づくフリーアクセスフロア工業会規格（2009.10）  
 

共同カイテック株式会社 フロアシステム事業部 

  〒150-0011 東京都渋谷区東 3-24-12  TEL03-3409-2335 FAX03-3409-2388 

信頼と実績の 10 年保証 
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製品名：ネットワークフロア  

 
 

 
 
   ネットワークフロアのリユース・リサイクルシステム 

◎リユース品（中古品）・リサイクルで地球環境に貢献します。 
・建物取壊や原状復帰で不要になった場合はネットワークフロアを引取り、仕様・施工方法 
などによってリユース品とリサイクル品に分別します。 
リサイクル品は、粉砕後原材料として再利用します。 

 
   ・ロングライフ製品ですから、リユース品（３年保証付）として販売します。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◎リユース・リサイクルシステムでエコマーク商品に認定 
ネットワークフロアはリユース・リサイクルシステムが評価され、（財）日本環境協会より 
エコマーク商品に認定されました。CO2 の大幅削減と、環境にやさしい循環型社会の実現に

寄与します。 
 
   ロングライフ（リデュース）でエコロジー 

ネットワークフロアは、材料構成とシンプルな構造上の特長から長寿命で、ビルとライフを

共にする耐久性をもつ１０年保証製品です。ＯＡフロアの劣化などによる交換が不要なため、

材料資源を節約できます。 

共同カイテック株式会社 フロアシステム事業部 
  〒150-0011 東京都渋谷区東 3-24-12  TEL03-3409-2335 FAX03-3409-2388 

オフィスや学校などへ再設置 

 

ネットワークフロアを撤去するときはご相談下さい。

フロアの検査・選別・撤去 
 

ネットワークフロア 
製造工場 

粉砕後、原材料として再利用 
リサイクル 

産業廃棄物 

中古ネットワークフロアで、

再使用条件を満たした製品 

リユース 

地球環境を守ることが、私たちの基本テーマです！ 
私たち共同カイテックは、製品に一つの命を吹き込むとき、オリジナリティと同時に、地球との

共生を開発の原点としてきました。リユース・リサイクル・ロングライフ（リデュース）など、

環境にかかわる次のような課題に取組んでいます。 

環境への取り組み 

１ 

２ 
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製品名：プランニングフロア－Ｄタイプ 

 
製品特長 

◆強固なパネルロックにより優れた耐震 
性能を発揮 

◆軽量でメンテナンス性に優れた設計 
◆各パーツは単一素材で構成されている 
 ためリサイクルが容易 
◆カレットフロアー（充填タイプ）と 
 互換性のあるシステムで､各場所の使用 
状況に応じて充填タイプパネルを容易に 
設置できる。 

 
仕様・性能 

寸法：W500×D500×t25 
重量：4.8kg 
性能：耐荷重性能（中央部、辺中央部） 
たわみ量： 3000N 時 4.0 ㎜以下 

最大荷重 ： 6000N 以上 

 
 

 
 

 製品での環境への取り組み 
■単一素材・分別設計 
 フロアパネルと支持脚は、すべてスチール製で単一素材です。 
 また、緩衝材やパネルをロックするナットもすべて単一素材で構成されているため 
 パーツの分別が必要なく、容易なリサイクルを実現します。 

 
■軽量化設計 
 パネルは中空スチール仕様で軽量なため建築床への負担を軽減しています。 

 
■材質表示 
 樹脂パーツに材質が表示されており、廃棄時の分別・リサイクルがしやすいように 
 なっています。  

 
 
 
 
 

コクヨファニチャー株式会社   開発本部 ０１開発部  
〒108-8710  東京都港区港南１－８－３５ 
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コクヨファニチャー株式会社   開発本部 ０１開発部  
〒108-8710  東京都港区港南１－８－３５ 

 
製品名：プランニングタイルＬタイプエコ 

 
製品特長 

◆フロアーユニットは顔料を除いて 
100％再生 PET 製です。 

◆各パーツは単一素材で構成されている 
 ためリサイクルが容易です。 
◆フロアーユニットは 16 分割のフレキ 
 シブル構造で床不陸に良くなじみ､   
ガタツキ感がありません。 

◆本体重量が 13kg／㎡と軽量で建築への 
 負担が軽減されます。 

 
仕様・性能 

寸法：□500 モジュール×H37 
重量：13kg／㎡ 
性能：耐荷重性能（中央部、辺中央部） 
たわみ量 ： 3000N 時 4.0 ㎜以下 

最大荷重 ： 6000N 以上 

 
 
 
 

製品での環境への取り組み 
■再生 PET 製 

  主構成材のフロアーユニットは顔料を除いて再生 PET100％仕様 
 

■分別・リサイクル 
 各パーツは単一素材で構成され、廃棄時の分別が容易で、リサイクルしやすい設計に 
 なっています。 

 
■軽量化 
 本体重量が 13kg／㎡と軽量で建築への負担が低減されます。 

 

会社としての取り組み 
 コクヨは ISO14001 のグループ統合認証を取得しています。 
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製品名 ： ＳＤフロア 

 
■製品特長 
〈 軽量化により建物への負担を軽減 〉 

独自の構造と素材で、5.5kg／枚という軽さを 
実現させました。建物への負担を軽減し、搬入・

施工はもちろん、オフィス内配線の交換・移動

に柔軟に対応します。 
〈パネル固定によりガタツキを抑える〉 
独自の構造とパネル固定方法によりガタツキを

抑え、オールスチールタイプとは思えない快適

な歩行感を得られます。床下配線化の効果と 
ともにオフィスの歩行環境が格段に向上します。 
〈 高い耐震性・耐火性・強度を発揮 〉 
独自のずれ防止機構とパネル固定方法により、

高い耐震性が得られます。また鋼板素材のため

耐火性が高く、集中荷重や衝撃に対しても 
優れた強度を発揮します。 
〈 リサイクル可能なオールスチール製 〉 
パネル・支持脚ともオールスチール製なので 
ライフサイクルを終えた後はリサイクルが可能。

廃棄物の削減にも貢献します。 
 

 
 
 
■パネル種類 
・ＳＰ５００－Ｆ（標準パネル） 
 重量 6kg の軽量パネルでありながら強度を発揮する優れた中空スチールパネル。 独特なリブ

構造で快適な歩行感が得られます。ケーブルの取り出し用に 8mm×20mm（２枚合わせて

16mm×20mm）の切り欠きが４ヶ所あり、通常のＯＡタップを取り出すことができます。 
                                       

・ＳＰ５００－ＦＷＫ（コンセント用パネル） 
  アップコンセント等の配線器具を取り付けられるコンセントパネル。切り欠き寸法は 90ｍｍ

×45ｍｍで２枚合わせて 90ｍｍ×90ｍｍの取り付け口を確保出来ます。 
 
・ＳＰ５００－ＦＢＤ（ボーダー用） 

ボーダー用（端部用）に開発されたフロアパネル。荷重性能は標準パネルと同じです。 
 
 

 

株式会社 昭  電  東京都墨田区太平４丁目３番８号  TEL ０３(５８１９)８３７３  
FAX ０３(５８１９)８３７９ 

                            連絡先部署 ： 事業推進部 

【SP500-F】 【SP500-FWK】 【SP500-FBD】 
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製品名 ： ＳＤフロア  

                                       
■仕様【各パネル共通】 
 パネル寸法      ： Ｗ：500mm × D：500mm × ｔ：25mm                                     

 材   質      ： 溶融亜鉛めっき鋼板 
 重   量      ： 5.5kg／枚 
 中央集中荷重／たわみ ： 3000Ｎ／4.0mm 以下 
 表面仕上材      ： 帯電防止置敷カーペット、帯電防止置敷タイル 
 床   高※      ： 50mm～300mm 

（調整範囲 H=50～80mm は±5mm，H=100～300mm は±15mm） 
※但し、H=60 以上は表面仕上材(t=7mm)を含み H=60 未満は表面 
仕上げ材を含まない。                                     

  

【環境への取り組み】 
 

株式会社昭電では、企業活動を展開していく上での地球環境に与える影響を認識・評価し、 
環境負荷を低減できるよう、環境についての方針を定めております。テクノセンタ及び成田 
工場においては､環境マネジメントシステムの国際規格である｢ISO14001｣の認証を取得して 
おり、全社的にさらに環境負荷低減活動を進めて参ります。 
以下に環境方針の内容を記載します。 
 

① 事業活動による環境負荷の低減の推進を行う。 
② 環境に関する法規制および当社が同意するその他の要求事項を順守する。 
③ 環境目的､目標を定め､必用に応じて見直し､継続的な改善と汚染の予防に努める。 
④ 環境方針は当社の従業員に周知徹底を図り､一般にも公開する。 

 
３Ｒ政策を推進していくため､昭電では自社生産しているフロアパネルは、リサイクル性を 
考慮したオールスチール製またはアルミダイカスト製としております。また、梱包資材の 
削減のため仕様改善に努め、お客様の「ゼロエミッション活動」に貢献して行きます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社 昭  電  東京都墨田区太平４丁目３番８号  TEL ０３(５８１９)８３７３  
FAX ０３(５８１９)８３７９ 

                            連絡先部署 ： 事業推進部 
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ＳＥライト５０型 

 

 
製品名 ： ＳＥライトＮ・ＮＫシリーズ 

 
製品特長 

材質 再生ポリプロピレン 
サイズ 250ｍｍ × 250ｍｍ  
Ｈ＝50ｍｍ、70ｍｍ、95ｍｍ 
集中荷重 2000Ｎの｢ＳＥライトＮ｣と 3000Ｎの  
｢ＳＥライトＮＫ｣の２種類で合計６アイテム 
展開。 
難燃性ＵＬ規格 適合 
ＥＣＯマーク取得商品 
認定番号 第０６１２３０１３号 
設計上代（材工）  
ＳＥライトＮ   17,000 円～19,000 円／㎡ 
ＳＥライトＮＫ 19,000 円～21,000 円／㎡  

 
 

ＳＥライトＮシリーズは、ＪＡＦＡ規格 2000Ｎ、ＮＫシリーズは 3000Ｎ商品です。 
支柱形状などの構造変更を行った新設計パネルは、 大荷重（破壊荷重、終局荷重ともいわれてい

ます）性能を大幅に向上させています。ＮＫシリーズでは、スチールやＧＲＣと同等の荷重性能を

実現しました。経済性ならＮシリーズ、荷重性能なら本格派のＮＫシリーズと目的に応じて選べる

２タイプをご用意しています。 
 
新設計パネルでは、パネル面のデザインを従来のグリル状のものから大きく意匠変更し、ヒールや

キャスター走行による表面仕上げ材（タイルカーペットやＯＡタイル）への負荷を大幅に軽減する

デザインとしました。 
 
新認定基準にも適合したエコマーク認定商品（エコマーク認定番号０６１２３０１３）です。 
表面仕上材のタイルカーペット「スミグリーンＳＧ－３００」､「スミグリーンＳＧ－４００」と

の組み合わせはスミノエだからこそできる環境に優しいフリーアクセスフロア提案です。 
 

株式会社スミノエ ＭＤ本部 商品部  
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町２－４－２ なにわ筋ＳＩＡビル  

電話０６－６５３７－６３０４ ＦＡＸ０６－６５３７－６３１１ 
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製品名：ニチアスシグマフロア 

ニチアス株式会社 建材事業本部 東京営業部 

〒105-8555 東京都港区芝大門 1-10-11     TEL03-3438-9751   FAX03-3438-9718 
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製品名：ニチアスオメガフロアＭ３００Ａ 
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ワイヤリングフロア FPZ3000   ワイヤリングフロア FPR3000 

寸法：W500×L500×H50mm 
重量：FPZ3000 3.0kg 

  FPR3000  2.9kg 
 

パナソニック株式会社 エナジーシステム事業グループ パワー機器ビジネスユニット 
〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1048 TEL (06)6908-1131(大代表) 

 
製品名：ワイヤリングフロア FPZ3000/FPR3000 

 
製品特長 

◆ 資源を有効活用した再生 PET 製 
溝配線方式ワイヤリングフロア 

◆ 見える配線管理を実現する半透明 
カバー 

◆ 全面溝配線方式の FPZ3000 は 
配線収納量が従来の約３倍 

   （従来品ワイヤリングフロア FP との比較） 
配線収納量業界トップクラス 

◆ パネル高さはわずか 50mm 
（タイルカーペット含まず） 

◆ アウトレットや配線器具の設置が簡単 
◆ 耐荷重 3000N 
◆ 環境ラベル認定商品  

 
 
 

 
 
 

 

環境への取り組み 
 ◆ 原料に PET ボトル再生材を１００％使用した環境調和型商品     
◆ 使用済 PET ボトル(500ml サイズ) 約 110 本／パネル１枚 有効利用  
◆ PET ボトルを有効活用せずに廃棄した場合と比べ、約 32kg（パネル１㎡分あたり）の 

CO2 排出量の削減になります。 
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     通線パネル       コンセント設備パネル 

寸法 ： W500×L500×H25mm 

重量 ： LS3000 4.8kg 
LS5000 5.9kg 

 

 

 
 
製品特長 

◆ 軽量オールスチール製パネルを採用 
した環境調和型商品 

◆ 優れた耐震性能 
3000N/㎡時、1G(LS3000） 
5000N/㎡時、1G(LS5000） 

◆ 自由な床下配線レイアウトを実現 
◆ 独自のパネル設計による優れた歩行感

を実現 
◆ 業界 軽量クラス 
◆ 新築はもちろんリニューアルにも 

おすすめ（建物への負担が少ない軽量 
設計です） 

◆ 連結ロック方式によりガタツキなし 
◆ 耐荷重 3000N／5000N 
◆ 仕上げ高さ 50～150ｍｍ標準品揃え 
 
 
 
 
 

 

環境への取り組み 
◆ 独自の設計技術を駆使して、業界 軽量クラスの軽量化を達成し省資源に貢献しています。 
 （当社環境ラベル認定商品）                    
◆ 単一素材により、パネル廃材はリサイクルしやすい。      

 
     

～パナソニックグループ環境方針～ 
 
パナソニックグループは、当社地球環境憲章に基づき、事業活動を通じて地球環境との共生 
を果たし持続可能な社会の実現に貢献します。 

 
私たちは、生活の質の向上と環境配慮が両立する『新たなくらし価値』を追求します。 

商品のライフサイクルすべてにおいて、地球温暖化対策や資源効率を高めるなど環境への 
負荷を減少させつつ、生活の質を高める商品やサービスの提供に取り組みます。 
そして、全事業所で環境マネジメントシステムの継続的改善を図りながら、グローバル環境 
先進企業を目指して行動します。 

当社の社会･環境活動についての詳細は､｢社会・環境活動｣のホームページをご覧ください。 
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/oa_floor/index.html  
 

 

パナソニック株式会社 エナジーシステム事業グループ パワー機器ビジネスユニット 
〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1048 TEL (06)6908-1131(大代表) 

製品名：ワイヤリングフロア LS3000/LS5000  
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日立機材株式会社 内装営業部 
  〒135-8363  東京都江東区東陽２－４－２ 新宮ビル２Ｆ 

                TEL 03-3615-5431  FAX 03-3615-5408 
 

製品名  ＦＳＡ５００ 及び ＦＳＢ５００ 

 

特長 

①当社分別システムによりリサイクル可能 

②モルタル注入により歩行感が良い。 

③(社)公共建築協会適合品 
 
製品区分 

 軽量モルタル注入スチールパネル 
 注）フライアッシュ､ガラスカレット混入 

はオプションで可。 
 

 

 

ＯＡパネル製品仕様 

パネル型式 寸法(㎜) 

ﾊﾟﾈﾙ単体強度（中央集中荷重φ

50） 
質量 

（ｋｇ／㎡） 

標準床高さ 

（㎜） 
剛性 終局荷重 

FSA500 

500×500×28ｔ 

2.0 ㎜以下 

   ／5000N 
10000N 以上 41.6 70    

～ 

     100 FSB500 
2.0 ㎜以下 

／3000N 
8000N 以上 35.6 

 

環境への取り組み 
   

当社（関東製作所）は、環境マネジメントシステム ＩＳＯ１４００１の認証を取得し、 

  このシステムに基づき省資源・省エネルギーの推進、産業廃棄物の排出削減、そして 

  環境配慮型の製造に取り組んでいます。 
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日立機材株式会社 内装営業部 
  〒135-8363  東京都江東区東陽２－４－２ 新宮ビル２Ｆ 

             TEL 03-3615-5431  FAX 03-3615-5408 

 
製品名  日立床吹出空調用 OA フロアシステム  美風 

 
 

特長 

①空調の省エネを実現 
②オフィス空間を快適にします。 
③市販のタイルカーペットで実現 
  （マジカルカーペット） 
④天井は自由に意匠設計可能 
⑤OA フロアでメンテナンス性良好 
⑥高い空調効率を実現 
⑦リニューアルでの導入でメリット 

 
 

 

ＯＡパネル製品仕様 

パネル型式 寸法(㎜) 
ﾊﾟﾈﾙ単体強度（中央集中荷重φ50） 質量 

（ｋｇ/㎡） 

標準床高さ 

（㎜） 剛性 終局荷重 

FSB500CAZ 500×500×28ｔ 2.0 ㎜以下/3000N 8000N 以上 28.0 150 

 
 

環境への取り組み 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Ｒｅｄｕｃｅ ： 製品の軽量化、長寿命化、梱包の簡易化をめざしています。 
    Ｒｅｕｃｅ  ： 部材の共通化、パネルの再使用を推進しています。 
    Ｒｅｃｙｃｌｅ： 素材の単一化、回収分別による再資源化を推進しています。 
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フクビ化学工業株式会社 営業本部 営業管理部 福井県福井市三十八社町 33-66 

             TEL 0776-38-8013 / FAX 0776-38-8413 

 

製品名：クリーンＯＡフロア ピット５０Ｒ 

 

 

 

 

 

製品特長 

 

＜耐荷重性能＞ 

4000N タイプ 

＜エコマーク認定品＞ 

プラスチックの再利用 

認定番号：第 09123033 号 

＜施工性＞ 

 フロアベース・配線溝カバー一体型 

  で、施工が簡単に行える。 

＜配線レイアウト性＞ 

多種多様な配線を溝部分に収納 

できる機能的なＯＡフロア 

 

 

 

－製品での環境への取組み－ 

 

再生プラスチック、ＭＤＦなど再生素材を広く利用していくことにより、環境上の配慮を 

図っています。再生素材ではその用途拡大がリサイクル推進のカギとなります。フリーアク 

セスフロアとして利用を図ることにより、再生素材の大きな需要となります。 

この他、施工現場では梱包材の廃棄物処理が大きな課題です。 低限度の梱包にとどめ、 

施工現場での廃棄物処理の軽減を図っています。 

 

 

－フクビとしての環境への取組み－ 

 

フクビ化学では１９９９年にＩＳＯ１４００１の登録を受け、マネジメントシステムにより 

全社で環境に対する継続的な取組みを進めております。環境配慮製品を拡大していくことも 

重点取組みとしています。 

 

≪フクビ環境理念≫ 

越の大徳として名高い泰澄大師ゆかりの三十八社の杜に抱かれたフクビ化学工業株式会社 

は、この緑豊かな自然環境を守り、限られた資源を有効に活用し、社会に貢献する。その 

ために、常に環境との調和をはかり、地球環境に配慮した新技術・新製品を開発し、地球 

環境の保全に取組む。 

 

≪フクビ環境方針≫  

フクビ化学工業株式会社は、基本理念のもと、プラスチック等の開発・製造・販売をして 

いることを踏まえ、以下の具体的環境方針を策定し、環境活動を積極的に推進する。  
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フクビ化学工業株式会社 営業本部 営業管理部 福井県福井市三十八社町 33-66 

             TEL 0776-38-8013 / FAX 0776-38-8413 

 

製品名：ＯＡフロア ＬＭ３０００ 

 

 

 

 

製品特長 

 

＜耐荷重性能＞ 

3000N タイプ 

＜木の再利用素材＞ 

ベースボードに木を再利用した 

ＭＤＦを使用 

＜短工期＞ 

 ＭＤＦの優れた加工性 

＜人に優しい構造＞ 

疲労を感じにくい優れた歩行性 

優れた遮音性 

ホルムアルデヒド低発散(Ｆ☆☆☆☆) 

 

 

 

１. 当社の環境マネジメントシステムにより地球環境、地域環境の保全、汚染予防の活動を 

推進していく。併せて、環境保全活動をより効果的なものとするために、この環境マネ 

ジメントシステムの継続的な改善に努める。 

２.当社の活動による環境への影響を的確に把握し、地球環境の保全と生態系の保護のために 

エネルギー及び資源の有効利用に努める。 

３.資材の調達や設備の導入にあたっては、エネルギーや資源の有効利用、廃棄物の削減に 

配慮したものを優先して推し進め、環境との調和を図っていく。 

４.設計・開発、資材の調達、生産に至る各段階において環境への負荷を配慮した製品を 

社会に提供していく。 

５.環境側面に関係して適用可能な法令､条例及び当社が同意するその他の要求事項を順守 

する。 

６.当社の活動、製品及びサービスが係わる環境側面のうち、次の項目を重点テーマとして 

取り組む。 

(1) 産業廃棄物の削減とリサイクル（還元）の推進 

(2) 省エネルギーの推進 

(3) グリーン購入の推進 

(4) 環境に配慮した製・商品の拡大 

(5) 紙の使用量低減（ＥＤＰ用紙） 

７.環境方針の達成のため、環境目的及び環境目標を設定し実施するとともに、定期的に 

見直す。 

８.この環境方針は、当社で働く人又は当社のために働く全ての人に周知し、環境意識の高揚 

をはかるとともに一般に公開する。  
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 製品名： 碁ＶＡＮ ＸＳシリーズ 

 

製品特長 

『循環型社会』に必要な３つのキーワード【Reuse】,【Recycle】,【Reduce】における弊社の 

ＯＡフロアの対応について説明いたします。 

 

【Reuse】。オフィスにおいてＯＡフロアの敷設位置の変更が発生した時、弊社の営業所にご依頼

いただければ、弊社が撤去工事を行い、その撤去品にて再度ＯＡフロアを施工することが可

能です。これは弊社のＯＡフロアが床面に緩衝シートとなる【消音シート（弊社品名）】を敷

き、その上にフロアーパネルを敷き並べていくだけの簡単施工で、接着剤等の固定部材が必

要ないからです。また、表面仕上げ材裏面には【溝カバーパネル（弊社品名）】が貼り付けて

あり、それがフロアーパネルの溝に勘合することで表面仕上げ材を固定します。その為、ピ

ールアップ性ボンドによる固定は必要ありません。よってフロアーパネルには接着剤等の異

物が付着する事はなく、【Reuse】,【Recycle】時に非常に有利となります。 

 

【Recycle】。オフィスに施工されている弊社のＯＡフロアが不要になった時、弊社の営業所にご

依頼いただければ、弊社が撤去工事を行い、その撤去品にて再度ＯＡフロアを生産すること

が可能です。また、弊社以外のリサイクル業者にご依頼されても、同じようにリサイクルＰ

Ｐとして使用することが可能です。これは純粋な 100％ＰＰ材を使用している事、リサイクル

時において性能劣化が少ないＰＰ材を使用している事で可能となっています。 

 

【Reduce】。弊社のＯＡフロアは壁際処理部材も充実しており、その壁際処理部材を使用するこ

とで残材の発生も抑制しております。 

 

未来工業株式会社 営業部営業企画課  
〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣 1695 番地の 1 
TEL (0584）68－0002  FAX(0584）69－3900 
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製品名： 碁ＶＡＮ ＸＳシリーズ 
 
環境活動の具体的な取組みについて 

未来工業㈱として、積極的に【産業廃棄物の削減・リサイクル】,【省エネルギー】,【節水】を

し、『環境に負荷のかからない循環型社会づくり』に取組んでいます。 

 

【産業廃棄物の削減・リサイクル】 

１.  プラスチック成形設備におけるパージングロスを極力減らし、また成形品ゲート部分は、 

   成形直後に粉砕リサイクルして成形材料の総量の削減を図り、ミライで使用出来ないものは、 

外部リサイクルで再資源化できる配慮を行っています。外部リサイクルにおいては、3 つの 

分類に分けて､塩ビ系のものは、農業シートに、その他プラスチックにおいては、発電付き 

焼却（サーマルリサイクル）による循環型にして､ 後に分別利用出来ないものは 終埋め 

立て（安定型）になります。 

２. 鉄くずにおいては、すべて外部リサイクルにしております。 

３. 木くず（木パレット、木片等）においては、燃料チップ、オガライトにリサイクルしており 

ます。 

４．オフィス古紙については、紙くずにしないでそのまま水溶解による方法により、再生ダン 
  ボール、再生トイレットペーパーにリサイクルされる原料にまわり再生されます。 
 

【省エネルギー】 

省電力タイプの照明及び省電力型成形機の導入による節電につとめ、二酸化炭素の削減を 

行っています。 

【節水】 

成形設備における冷却水の制限をはかり、冷却水においては、再利用水の循環による積極的 

利用して、総量の削減につとめます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

未来工業株式会社 営業部営業企画課 

〒503-0295 岐阜県安八郡輪之内町楡俣 1695 番地の 1 
TEL （0584）68－0002  FAX （0584）69－3900 
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株式会社シー・フォーは、OA フロア施工専門の工事会社です。 
日々、安全教育の徹底と、技能向上に努めています。 

 
       
 

                      
                 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

株式会社シー・フォー  

〒２６４-００３６ 千葉県若葉区殿台町１３７-１      

Ｔｅｌ ０３－５４３７－３７２２    Ｆａｘ ０３－５４３７－３７２３ 

当社は、社訓の 
『品質そしてスピード』をモット

ーとして、さまざまなメーカーや

工務店からOAフロア工事を受注

し、高品質に施工完工しています

職人集団の会社です。 

新築工事・リニュウアル工事・現状

回復工事での OA フロア施工を 
主に､仕上材（タイルカーペット、

塩ビタイル､ソフト巾木）・スロー

プ・見切り等をあわせて施工して 
います。 
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また、既存の OA フロア・仕上材

を撤去して、新規に OA フロア・

仕上材を設置するリニュウアル 
工事も行なっております。 

環境への取組 
１、 施工後の残材・端材について 

・樹脂製・金属製の残材・端材は、分別して、当社の廃材ストックヤードに一次集積して、 
専門リサイクル会社へ搬入し、マテリアルリサイクルされます。 

・コンクリート製・コンクリート金属複合製・GR 製・木製の残材・端材は、当社が委託 
契約している産廃業者にて、確実に 終処分します。 

 
２、 既存撤去した OA パネル・仕上材等ついて 

・樹脂製・金属製の撤去材は、分別して、当社の廃材ストックヤードに一次集積して、専門 
リサイクル会社へ搬入し、マテリアルリサイクルされます。 

・コンクリート製・コンクリート金属製複合・GR 製・木製等の OA フロア材及びタイル 
カーペット等の撤去材は、元請発注者会社の処分が原則ですが、当社処分となった場合は、 
当社が委託契約している産廃業者にて、確実に 終処分します。 

 

大原則：３Ｒ 

リデュース ：廃棄物の発生抑制、製品の長期使用 

リユース  ：仕様済製品等の再使用 

リサイクル ：再資源化のための分別排出 
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全 国 産 業 廃 棄 物 協 会 一 覧 

 

北海道・東北地区 
産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)北海道産業廃棄物協会   

〒060-0005 

北海道札幌市中央区北５条西６丁目 

第２道通ビル７階  

http://www.sanpai.or.jp/ 

011(241)7611 

011(241)7612 

(社)青森県産業廃棄物協会     

〒030-0802 

青森県青森市本町５－５－２１ 

青森県農業共済会館２階 

http://www.aosanpaikyo.or.jp/ 

017(721)3911 

017(721)3838 

(社)岩手県産業廃棄物協会     

〒020-0023 

岩手県盛岡市内丸１６－１５ 内丸ビル５階 

http://www.iwatesanpai.or.jp/ 

019(625)2201 

019(624)1920 

(社)宮城県産業廃棄物協会     

〒980-0801 

宮城県仙台市青葉区木町通１－４－１５ 

仙台市交通局本局庁舎４階  

http://www.miyagisanpai.or.jp/ 

022(290)3810 

022(290)0381 

(社)秋田県産業廃棄物協会     

〒010-0951 

秋田県秋田市山王３－１－７ 

東カンビル３階 

http://www.akita-sanpai.or.jp/ 

018(863)7107 

018(863)6977 

(社)山形県産業廃棄物協会     

〒990-0041 

山形県山形市緑町１－９－３０ 

緑町会館６階  

http://www.yamagata-sanpai.or.jp/ 

023(624)5560 

023(624)5360 

(社)福島県産業廃棄物協会     

〒960-8043 

福島県福島市中町４－２０ 

みんゆうビル４階 ４０５号室  

http://www.fukushima-sanpai.jp/ 

024(524)1953 

024(523)4723 

 
関東地区 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)茨城県産業廃棄物協会   

〒310-0852 

茨城県水戸市笠原町９７８－２５ 

茨城県開発公社ビル４階  

http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/ 

029(301)7100 

029(301)7103 

(社)栃木県産業廃棄物協会     

〒320-0844 

栃木県宇都宮市菊水町８－１ 

カメワダ第２ビル２階 

http://www.tochigi-sanpai.or.jp/ 

028(632)5575 

028(632)5576 

(社)群馬県環境資源保全協会   

〒371-0025 

群馬県前橋市紅雲町１－７－１２ 

群馬県住宅供給公社ビル３階 

http://www.kankyougunma.com/ 

027(243)8111 

027(243)4911 
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  関東地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)埼玉県産業廃棄物協会     

〒330-0063 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－５－７ 

高砂建物ビル３階 

http://www.saitama-sanpai.or.jp/ 

048(822)3131 

048(822)6299 

(社)千葉県産業廃棄物協会   

〒260-0031 

千葉県千葉市中央区新千葉２－１－７ 

第２石橋ビル５階 

http://www.chiba-sanpai.or.jp/ 

043(246)9581 

043(248)0529 

(社)東京産業廃棄物協会     

〒101-0047 

東京都千代田区内神田１－９－１３ 

柿沼ビル７階 

http://www.tosankyo.or.jp/ 

03(5283)5455 

03(5283)5592 

公益社団法人 

神奈川県産業廃棄物協会 

〒231-0023 

神奈川県横浜市中区山下町７４－１ 

大和地所ビル４階 

http://www.kiwa.or.jp/ 

045(681)2989 

045(641)8114 

(社)山梨県産業廃棄物協会     

〒400-0844 

山梨県甲府市中町２１９－９ 

http://www.sanpai-yamanashi.or.jp/ 

055(244)0755 

055(244)0756 

 

信越地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)長野県産業廃棄物協会   

〒380-8567 

長野県長野市岡田町３０－１６ 

長野県林業センター１階  

http://www.nagano-sanpai.com/ 

026(224)9192 

026(224)9188 

(社)新潟県産業廃棄物協会     

〒950-0982 

新潟県新潟市中央区堀之内南１－１５－６ 

日南ビル２階 

http://www.niigata-sanpai.or.jp/ 

025(246)9288 

025(246)9726 

 

北陸地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)富山県産業廃棄物協会   

〒930-0083 

富山県富山市総曲輪２－１－３ 

富山商工会議所ビル６階  

http://www.toyama-sanpai.ecnet.jp/ 

076(425)8663 

076(425)8665 

(社)石川県産業廃棄物協会 

〒920-0918 

石川県金沢市尾山町９－１３ 

中小企業会館ビル４階  

http://www.i-sanpai.web6.jp/ 

076(224)9101 

076(224)9102 

(社)福井県産業廃棄物協会 
〒910-0845 

福井県福井市志比呂２－２６－８ 

http://www.sanpai-fukui.or.jp/ 

0776(57)0070 

0776(57)0071 
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東海地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)岐阜県産業環境保全協会   

〒500-8384 

岐阜県岐阜市藪田南１－１１－１２ 

岐阜県水産会館内  

http://www.gifu-hozen.jp/ 

058(272)9293 

058(272)6764 

(社)静岡県産業廃棄物協会 

〒420-8601 

静岡県静岡市葵区追手町９－６ 

県庁西館９階  

http://www.shizuoka-sanpai.or.jp/ 

054(255)8285 

054(252)2845 

(社)愛知県産業廃棄物協会 

〒460-0022 

愛知県名古屋市中区金山２－１０－９ 

第８フクマルビル５階 

http://www.aisankyou.com/index.html 

052(332)0346 

052(322)0136 

(社)三重県産業廃棄物協会 

〒510-0074 

三重県四日市市鵜の森１－２－１９ 

マルキビル５階 

http://www.mie-sanpai.or.jp/ 

0593(51)8488 

0593(53)7470 

 

近畿地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)滋賀県産業廃棄物協会   

〒520-0051 

滋賀県大津市梅林１－３－３０ 

こうぜんビル２階 

http://shiga.sanpai.com/ 

077(521)2550 

077(521)6999 

(社)京都府産業廃棄物協会 

〒601-8027 

京都府京都市南区東九条中御霊町５３－４ 

Ｊｏｈｎｓｏｎビル２階  

http://www.kyoto-sanpai.or.jp/ 

075(694)3402 

075(694)3425 

(社)大阪府産業廃棄物協会 

〒540-0012 

大阪府大阪市中央区谷町３－４－５ 

中央谷町ビル５０２号 

http://www.o-sanpai.or.jp/ 

06(6943)4016 

06(6942)5314 

(社)兵庫県産業廃棄物協会 

〒650-0023 

兵庫県神戸市中央区栄町通４－１－１２ 

日新ビル３階 ３０１・３０２号 

http://homepage2.niftey.com/hyogo381/ 

078(371)3177 

078(371)8864 

(社)奈良県産業廃棄物協会 

〒636-0246 

奈良県磯城郡田原本町大字千代５８０－４ 

南部環境開発ビル５階 

http://nara-sanpai.com/ 

0744(33)8800 

0744(33)8801 

(社)和歌山県産業廃棄物協会 

〒640-8150 

和歌山県和歌山市十三番丁３０ 

酒直ビル３階 

http://wakayama.sanpai.com/ 

073(435)5600 

073(424)5553 
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中国地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)鳥取県産業廃棄物協会   

〒682-0022 

鳥取県倉吉市上井町１－１３８ 

http://www.tottori-sanpai.jp/ 

0858(26)6611 

0858(26)6650 

(社)島根県産業廃棄物協会 
〒690-0001 

島根県松江市東朝日町１１２ 

http://www.shimane-sanpai.org/ 

0852(25)4747 

0852(59)5771 

(社)岡山県産業廃棄物協会 
〒701-1152 

岡山県岡山市北区津高６２８－６ 

http://www7.ocn.ne.jp/~okasan81/  

086(254)9383 

086(254)8766 

一般社団法人 

広島県資源循環協会 

〒730-0052 

広島県広島市中区千田町３－７－４７ 

広島県情報プラザ４階 

http://www.hshigen.or.jp/pages/index.html 

082(247)8499 

082(247)9719 

(社)山口県産業廃棄物協会 

〒753-0814 

山口県山口市吉敷下東１－３－２４ 

山陽ビル吉敷第２ ２階 

http://ysanpai.com/ 

083(928)1938 

083(928)6513 

 

四国地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)徳島県産業廃棄物協会   

〒770-0942 

徳島県徳島市昭和町３－３５－１ 

徳島県労働福祉会館５階 

http://www.tokushima-sanpai.org/index.html 

088(626)1381 

088(623)0381 

(社)香川県産業廃棄物協会 

〒761-0311 

香川県高松市元山町１２４－１ 

コーポ川添内 

http://www.kagawa-sanpai.or.jp/ 

087(847)8400 

TEL･FAX 兼用 

(社)愛媛県産業廃棄物協会 

〒790-0005 

愛媛県松山市花園町７－３ 

花園ビル３階 

http://www.ehimesanpai.or.jp/ 

089(986)3450 

089(986)3451 

(社)高知県産業廃棄物協会 

〒780-0870 

高知県高知市本町２－２－２９ 

畑山ビル ６階 

http://www.kochi-sanpai.or.jp/ 

088(872)5056 

088(872)5055 
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九州地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)福岡県産業廃棄物協会   

〒812-0046 

福岡県福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 

福岡県国保会館２階 

http://www.f-sanpai.com/ 

092(651)0171 

092(651)1065 

(社)佐賀県産業廃棄物協会 
〒840-0815 

佐賀県佐賀市天神２－４－２３  

http://www2.bunbun.ne.jp/~saga-sanpai/ 

0952(29)8702 

0952(28)0297 

(社)長崎県産業廃棄物協会 

〒850-0874 

長崎県長崎市魚の町１－２３ 

フォーレ長崎１０５号 

http://www.n-sanpaikyokai-area9.jp/ 

095(832)8620 

095(823)4470 

(社)熊本県産業廃棄物協会 
〒861-8010 

熊本県熊本市上南部２－１－１１３ 

http://www.kuma-sanpai.or.jp/ 

096(213)3356 

096(213)3362 

(社)大分県産業廃棄物協会 

〒870-0021 

大分県大分市府内町１－６－３６ 

大光ビル４階 

http://www.oita-sanpaikyo.or.jp/ 

097(536)2534 

097(538)7213 

(社)宮崎県産業廃棄物協会 

〒880-0802 

宮崎県宮崎市別府町３－１ 

宮崎日赤会館２階 

http://www.miyazaki-sanpai.com/ 

0985(26)6881 

0985(31)1703 

(社)鹿児島県産業廃棄物協会 
〒892-0836 

鹿児島県鹿児島市錦江町１１－４０ 

http://www.kagoshima-sanpai.or.jp/ 

099(222)0230 

099(222)3533 

 

沖縄地方 

産 業 廃 棄 物 協 会 住   所／ Ｕ Ｒ Ｌ TEL／FAX 

(社)沖縄県産業廃棄物協会 
〒901-2226 

沖縄県宜野湾市嘉数４－２０－１０ 

http://www.oki-sanpai.jp/ 

098(890)4360 

098(890)4361 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




