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非鉄リサイクル
有力企業一覧
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㈲鈴喜商店㈲鈴喜商店

㈱大忠金属㈱大忠金属

埼玉アルミセンター㈱埼玉アルミセンター㈱
㈱ニッタ㈱ニッタ

㈱大越マテックス㈱大越マテックス

高崎メタル㈱高崎メタル㈱

㈱サカシタ㈱サカシタ

宮坂金商㈱宮坂金商㈱㈱タカザクラ㈱タカザクラ
㈲大城産業㈲大城産業

㈱サン・アロー㈱サン・アロー

㈱ヨシムラ㈱ヨシムラ㈱高沢アルミ㈱高沢アルミ

㈱サンメタル㈱サンメタル
㈱岡重㈱岡重

新藤金属㈱新藤金属㈱

㈲ＲＥＣ環境サービス㈲ＲＥＣ環境サービス

㈱たかまる商店㈱たかまる商店
㈱小野田商店㈱小野田商店

㈱髙田商事㈱髙田商事

鈴木産業㈱鈴木産業㈱

関東アルミセンター㈱関東アルミセンター㈱㈱成和商店㈱成和商店 東金属㈱東金属㈱

①茨城県小美玉市鶴田1277―2
�0299―48―3155 �0299―48―3157
②磯前 慎一郎
③非鉄金属原料全般、輸出雑品、鉄スクラップなど
④1500―2000㌧
⑤本社工場、第2工場(茨城県小美玉市501―359)
⑥本社工場：ナゲット銅製造プラント2ライン、剥線
機3台、シャーリング3台、油圧ショベル5台、フォーク
リフト5台、大型トラック6台、中型トラック3台、4㌧ア
ームロール1台、分析機1台、40㌧トラックスケール1
基
第2工場：油圧式3方締プレス機1台、マグネット式油
圧ショベル1台、カッター式油圧ショベル1台、油圧シ
ョベル3台、40㌧トラックスケール1基、フォークリフト
3台、ガイガーカウンター2台
⑦銅系スクラップを中心に金属スクラップ全般を
取り扱っている。東北、関東、関西地区から集荷し、
すべてのスクラップを選別加工処理し、付加価値を
向上させている。
⑧http : //www.issyou.co.jp

①群馬県高崎市江木町659
�027―325―2448 �027―326―6881
②桑子 義之
③銅ナゲット加工、非鉄金属原料全般
⑤および⑥
◇本社：プレス機、シャーリング3基、プラズマ切断
機、フォークリフト3台、ショベルローダー、Ｘ線分析
器
◇吉井工場（群馬県高崎市吉井町多比良4356）：ナ
ゲットプラント一式、フォークリフト3台
⑦銅ナゲット加工を中心に非鉄金属スクラップを幅
広く扱う。きめ細やかな選別で品質第一を心掛け
る。
⑧http : //www.kuwako.co.jp

①埼玉県春日部市飯沼305―1
�048―747―1918 �048―747―1668
③非鉄金属原料全般、廃バッテリー、塩ビ
④非鉄関係2500㌧、廃バッテリー1500㌧
⑤本社営業所、船橋ヤード、加須ヤード、東金ヤード
⑥油圧ショベル10台、フォークリフト15台、各種金属
圧縮機、60㌧トラックスケール、各種トラック
⑦国内解体、選別に力を入れる。国内外ともに顧客
第一の姿勢で信頼関係を築き、長くお付き合いでき
る企業へ。地域の人 の々リサイクル拠点を目指す。
⑧http : //www.taiki-trading.com

①福島県いわき市渡辺町上釜戸字瀬峰74
�0246―56―7400 �0246―56―7401
②鈴木 喜好
③銅、ステンレス、アルミ、雑品、基板など
④1000―1200㌧
⑤本社工場、第二ヤード
⑦1980年の設立で、いわき市をメーンに福島県浜通
り、一部中通り、仙台、日立、会津を集荷エリアとして
いる。非鉄金属、特殊金属、希少金属まで含めて多
様な金属を回収、リサイクルし、顧客の細やかな要
望に応えている。扱い量の拡大に伴い、08年に第二
ヤードを建設し、在庫・加工能力を引き上げた。

①茨城県猿島郡境町内門寺ノ内592―1
�0280―87―3576 �0280―87―3684
②渡辺 浩章
③非鉄（銅・アルミ・ステンレス・黄銅）、特殊金属、
鉄 ④1500㌧
⑤⑥◇本社工場：650㌧ギロチン・プレス機1基・油圧
ショベル3台・フォークリフト4台・ショベルローダー1
台
◇古河工場（茨城県古河市尾崎3999―1）：800㌧ギロ
チン・天井クレーン2基・ユンボ4台・フォークリフト2
台・プレス機1基

①埼玉県深谷市西田103
�048―585―3002 �048―585―4140
②山田 洋之
③アルミ原料をメーンとする非鉄金属スクラップの
売買
④1200㌧
⑥プレス機1台、ショベルローダー2台、トラック4㌧車
7台、フォークリフト3台
⑦アルミ原料専門問屋、国内合金メーカーへの原料
安定供給。

①山形県鶴岡市下清水字内田元21―17（鶴岡鉄工団
地内） �0235―24―5200（代） �0235―24―483
0
②新田 善造 ④400㌧
⑤日出倉庫（山形県鶴岡市日出2―14―28）
⑥天井走行クレーン4基（2.9㌧）、プレス機2基（40馬
力、15馬力）、フォークリフト8台（3㌧）、トラックスケ
ール1基（50㌧）、磁選機1基、トラック9台（8㌧・2㌧
車）、アリゲーターシャーリング2台、剥線機2台、油圧
ショベル1台、圧縮梱包機2台、破砕機2台、遠心分離
機1台、レーザー発光分析器2台
⑦1971年に現・日出倉庫で新田商店として事業を開
始。85年にニッタへ社名変更し、97年に現住所へ本
社を移転した。銅・アルミスクラップを中心に扱う東
北地区の非鉄原料有力問屋で、14年に太陽光発電
事業に参入した。

①埼玉県三郷市インター南2-7-19
�048―951―2713 �048―951―2715
②大越 初男
③国内外向け非鉄金属原材料全般 ④400㌧
⑤三郷ヤード
⑥アリゲータプレス機、アリゲータシャーリング3台、
天井クレーン2基、NITON社製成分分析器、フォー
クリフト3台、4㌧トラック2台、トラックスケール2基、
デジタル天秤2基、大物切断用カッター
⑦首都圏型の原材料卸問屋として、商社的営業から
ニッチな分野までカバー。リサイクル品であれば非
鉄金属からプラスチックまで幅広く取り扱う。
⑧http : //www.ok-matecs.com/

①群馬県高崎市緑町1―15―8
�027―362―5881 �027―362―5720
②館 和憲
③貴金属、非鉄金属原料 ④30㌧
⑤本社工場
⑥シャーリング、シュレッダーなど
⑦北関東、高崎市を拠点に、金メッキ、銀メッキのリ
ードフレームなどを中心に解体・選別し、製錬メーカ
ー向けに金、銀、銅原料として出荷している。

①埼玉県三郷市新和1―192
�048―953―3819 �048―953―6552
②坂下 昇平
③非鉄金属原料全般 ④1000㌧
⑤本社（埼玉県三郷市）、吉川営業所、吉川事業部
⑥マグネット付き油圧ショベル、解体用油圧ショベ
ル、鉄裁断用油圧ショベル、トラックスケールなど。
⑦非鉄金属をはじめ、さまざまな金属を扱う。鉄ス
クラップも積極的に買い入れ。ホームページでも随
時情報更新中。
⑧http : //www.scrap-sakashita.com

①函館市西桔梗町9番地の10
☎0138―49―4811 �0138―49―2322
②阿部 幸司④本社（函館市）
⑤50㌧トラックスケール、プレス機、シャーリング、25
㌧ラフタークレーン、5㌧クレーン、フォークリフト、
大型・4㌧・1.5㌧トラックほか
⑥1979年4月に設立。道南エリアを中心に銅・アルミ
などの非鉄金属原料全般を取り扱っているほか、金
物製作、船舶ボイラーのメンテナンス工事なども手
がけている。

①埼玉県熊谷市千代697―1
�048―536―7586 �048―536―7539
②高櫻 剛
③アルミおよび非鉄金属全般の取り扱い
④750㌧ ⑤関東一円
⑥トラックスケール（40㌧）1基、プレス機1台、トラッ
ク4台、ユンボ2台、フォークリフト4台、分析器1基
⑦地域密着型の事業を展開し、近隣の持ち込みを
重視する。
⑧http : //www.takazakura.com

①茨城県古河市中田字清水1474―8
�0280―48―5983 �0280―48―5997
②大城 勝
③非鉄全般、国内・中国向けステンレス・銅・黄銅・
アルミ・鉄 ④約4000㌧
⑤本社工場および三和ヤード（古河市三和185）
⑥プラズマ切断機2基、シャーリング切断機1基、油
圧ショベル9台、ショベルローダー1台、トラック15㌧4
台・10㌧1台・8㌧1台、フォークリフト10台、ガイガー
カウンター4基、分析器2基、ゲート放射能探知機1
基、スイーパー1台
⑦「全ての人・物に感謝する。真心を込めて笑顔で
接し、地域に密着した会社を目指す」。スピードが最
大のサービス。
⑧ooshiro@alto.ocn.ne.jp

①埼玉県越谷市大間野町3―87―1
�048―990―1791 �048―990―1790
②横山 辰也
③モリブデン、タングステン、超硬、ニッケル合金、
銅およびその他レアメタル ④100㌧
⑤埼玉県越谷市
⑥SII社製蛍光X線分析装置1基、NITON社製携帯
型成分分析計3基
⑦希少金属から非鉄金属まで何でも取り扱う。
⑧http : //www.sanarrow.co.jp

①岩手県一関市花泉町油島字花欠23―3
�0191―82―3710 �0191―82―4951
②吉村 黄吉
⑤仙台営業所、名古屋営業所、関東営業所、みやぎ
自動車リサイクルセンター
⑥1200㌧ギロチンプレス機、ナゲット銅製造プラン
ト他
⑦社会が今後も継続的に発展するためには、資源
を有効に活用することが必要な条件であると私た
ちは考え創業以来、さまざまな資源を回収しリサイ
クルを進めてまいりました。また2019年2月にナゲッ
ト銅プラントを増設。限りある資源を有効に活用し、
環境と安全、そして地球を守っていくことが私たち
の使命です。
⑧https : //www.yoshimura-inc.co.jp

①埼玉県所沢市南永井440―1
�04―2944―2956 �04―2944―2957
②高沢 秀雄
③アルミを中心とする非鉄金属の売買
④100㌧ ⑤埼玉県所沢市
⑥プレス機1台、シャーリング2台、回転フォークリフ
ト2台、30㌧トラックスケール、判別機、小型バケット1
台、8㌧トラック1台、4㌧トラック1台
⑦アルミスクラップを中心に、徹底した解体、選別
をし、炉前材として供給する。お客さんの信頼の下
に誠心誠意、これまで以上に努力していく。
⑧takazawaarumi@jcom.home.co.jp

①埼玉県日高市駒寺野新田17―20
�042―985―6311 �042―985―6321
②片倉 育夫 ③アルミ原料 ④400㌧
⑤埼玉営業所（埼玉県日高市駒寺野新田17―20）
⑥4㌧トラック2台、リフト4台、プレス機1基、磁選機8
基
⑦合金・軽圧・ビレットメーカーに対して炉前材を提
供する。63S（アルミサッシ）を中心とするアルミスク
ラップの取り扱いが主体。
⑧Sunmetal-coltd@knd.biglobe.ne.jp

①さいたま市緑区大字大門1536―8
�048―878―4261 �048―878―4264
②岡本 豊年 ③非鉄全般
④400―500㌧（本社と海外支店合計）
⑤本社、フィリピン（OKAJU PHILIPPINES INC.
＝CRI BldgUnit4&5East Science Ave.SE PZ,
Lot5Blk.7Phase3Laguna Technopark Bin an
Laguna4024Philippines）
⑦銅スクラップを中心に黄銅やリン青銅、洋白など
幅広く扱う。

①埼玉県加須市久下1―1―2
�048―559―4171 �048―559―4173
②新藤 武次
③非鉄金属原料全般
⑤行田事業所（埼玉県行田市真名板2012―1）
⑥プレス機、ベーラーマシン、ダブリンシャー、シャー
リングほか
⑦銅、黄銅、アルミ、ステンレス、特殊金属、鉛、はん
だ類、輸出物全般を扱う。信頼取引関係に基づき、
ヤード持ち込み、引き取りも迅速丁重にがモットー。
ISO14001認証取得。
⑧http : //www.shindo-kinzoku.co.jp

①札幌市清田区有明252－1
☎011―883―5531 �011―887―8411
②川崎 兼次
③80～90㌧
④本社（札幌市清田区）
⑤シャーリング1台、剥線機1台、蛍光Ｘ線分析装置1
台、フォークリフト3台、4㌧・2㌧トラックほか。
⑥2006年5月設立。道道341号厚別滝野公園通に面
し、札幌圏を中心に銅、真鍮、給湯器、アルミホイー
ルなど非鉄金属原料全般のリサイクルを手掛けて
いる。「限りある資源をリサイクル、無駄のないクリ
ーンな社会へ」をスローガンに掲げており、土日も営
業するなど顧客本位のサービスを心掛ける。
⑦http : //colors.main.jp/

①埼玉県川口市安行小山2―1
�048―299―6550 �048―299―6551
②高澤 裕信
③アルミ原料をメーンに非鉄金属全般
④アルミ系250㌧、その他400㌧ ⑤川口本社
⑥13㌧トラック（平ボディー車）1台、6㌧トラック（セ
ーフティーローダー車）1台、4㌧ダンプ（フックロール
車）2台、1㌧トラック1台、2.5㌧フォークリフト2台、回
転式フォーク付ユンボ1台、アリゲーター式ベーラー
マシン1基、レーザー式金属分析器⑦創業70年の老
舗で、埼玉県川口市を中心に関東一円および九州
の一部における非鉄金属の取り扱いに加え、プレス
機のリース・販売、修理業務を行っている。非鉄金属
にかかわらず、お客さんのニーズに合わせた幅広い
商品知識を持っている。

①埼玉県川口市辻678
�048―281―0302 �048―281―3992
②小野田 了
③非鉄全般、マグネシウム再生地金、マグネシウム
スクラップ、各種一般機械設計施工管理、公害関
連、省力化、設備コンサルティング
⑤桶川工場（埼玉県）、岩槻工場（埼玉県）
⑥50㌧油圧プレス機1基、油圧ダブリングシャー1
基、40㌧・15㌧トラックスケール、マグネシウム溶解
1㌧炉4基、島津発光分光分析器など各種分析器
⑦埼玉県再生事業者登録、産業廃棄物収集運搬許
可（埼玉県）、ISO14001取得（丸平産業岩槻工場マ
グネシウムリサイクル再生地金販売）。関連会社・小
野田森村マグネシウム（岐阜県、ISO9001認証取
得）、OMM（Thailand）Co.,Ltd（タイ国チョンブリ
県）でマグネシウムリサイクルを行う。

①埼玉県幸手市幸手2533―1
�0480―43―6008 �0480―43―7217
②髙田 永清
③銅、アルミ、ステンレス、被覆電線、鉄など
④4000㌧ ⑤本社ヤード
⑥ベーラーマシン、シャーリング、トレーラー、大型
車、フォークリフト、60㌧トラックスケール
⑦廃電線の専門業者として創立。業務拡大を進め、
現在は銅線を含む鉄、非鉄金属全般を取り扱う。国
内、海外に強いパイプを持つ。
⑧http : //www.takada-shoji.co.jp ①埼玉県川口市宮町2―14

�048―257―3311 �048―257―3317
②鈴木 浩一郎
③特殊金属原料 ④2500㌧
⑤本社ヤード
⑥ICP発光分光分析装置、蛍光X線分析装置、
NITON社製据置型X線分析装置、Kevex社製X線
分析装置、NITON社製ハンドタイプ分析装置2台、
独BRUKER社製ハンドヘルド分析装置1基、オリン
パス社製ハンドヘルド分析装置1基、エンタープラ
イズアリゲータシャー3基
⑦ニッケル合金、ハイス、超硬工具など特殊金属原
料を幅広く取り扱う。需要家への安定供給と徹底し
た品質管理に重点を置く。
⑧http : //www.suzuki-industry.co.jp

①栃木県下野市下石橋177―1
�0285―53―5521 �0285―53―5991
②奥謙二
③アルミ原料を中心に非鉄全般
⑤本社工場、下古山工場、壬生発電所（太陽光発電）
⑥トラックスケール2基、プレス機2基、トラック9台、
フォークリフト8台、ローダー台、天井クレーン2基、プ
ラズマ切断機、回転グラブユンボ3台、放射能検知
器、鉄片検知器、シマセイ発光分析器、アリゲーター
シャー4基
⑦アルミ原料の細分化した選別により国内販売に
特化し、国内リサイクル（地産地消）を目指す。

①群馬県高崎市島野町890―63
�027―352―7914 �027―352―8996
②山下 英治
③銅、黄銅、青銅など非鉄全般 ④350㌧
⑤本社を拠点に関東甲信越をカバー
⑥40㌧トラックスケール、トラック5台、プレス機2基、
シャーリング3基、フォークリフト5台
⑦三井住友金属鉱山伸銅㈱指定問屋として、主に
伸銅板条メーカー向けに炉前選別の徹底、定期契
約による安定取引で信頼を築く。
⑧seiwa@dan.wind.ne.jp

①埼玉県久喜市菖蒲町台422-2
�0480―85―0234 �0480―85―6300
②東海林 茂
③非鉄全般 ⑤本社ヤード
⑥プレス機2台、回転式フォーク7台、ユンボ5台、島
津製作所製蛍光X線分析装置1台、大型トラック7台
⑦銅、黄銅、アルミ、ステンレス、特殊金属など非鉄
金属全般を国内メーカー向けに安定供給。特号、上
銅、黄銅削り粉、アルミ63S、アルミ缶（プレス）が得
意
⑧http : //www.azuma-kinzoku.co.jp
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Recycle

Recycle東京地区

Recycle

秩父回収資源㈱秩父回収資源㈱㈱横田金属㈱横田金属岡村金属㈱岡村金属㈱㈱甲商㈱甲商

三報物産㈱三報物産㈱
カワウチＭ.Ｒ.㈱カワウチＭ.Ｒ.㈱

吉倉金属精錬㈱吉倉金属精錬㈱
東上金属㈱東上金属㈱

㈱サン工業㈱サン工業

㈱ナカヤマ㈱ナカヤマ
㈱モギメタル㈱モギメタル

カワハラメタル㈱カワハラメタル㈱JX金属商事㈱JX金属商事㈱

㈱八木橋商会㈱八木橋商会

㈲原商店㈲原商店

㈱菊池エコアース㈱菊池エコアース

㈱シンエイメタル㈱シンエイメタル
渡邊兼作商店渡邊兼作商店

㈲松栄商会㈲松栄商会

㈱キンセイ㈱キンセイ

㈲鈴栄金属㈲鈴栄金属
㈱メタビッツ㈱メタビッツ

荒井明商店荒井明商店
國長金属㈱國長金属㈱

㈱鈴商㈱鈴商

荒川金属㈱荒川金属㈱

㈱五井金属㈱五井金属
㈱高垣商店㈱高垣商店 ㈱有賀商店㈱有賀商店 ㈲三浦アルミ㈲三浦アルミ

田子金属㈱田子金属㈱ ㈱井戸商店㈱井戸商店 ㈱山極㈱山極

①埼玉県秩父郡皆野町大字皆野102
�0494―62―0870 �0494―62―3592
②小澤 通利
③非鉄金属原料全般、ナゲット加工、製鋼原料全般
④1000㌧
⑤本社・工場、電線リサイクル工場（埼玉県秩父郡
皆野町）
⑥乾式ナゲット処理ライン1基、湿式ナゲット処理ラ
イン1基、プレス機2基、600㌧ギロチン1基、天井クレ
ーン1基、0.7立方㍍パワーショベル3台、0.25立方㍍
パワーショベル2台、フォークリフト6台、トラック9台、
放射能検知器ほか
⑦被覆電線、非鉄金属、製鋼原料全般。金属のトー
タルリサイクルを目指す。エコアクション21認証取
得。⑧http : //chichibukaisyu.sakura.ne.jp

①栃木市岩舟町静3473
�0282―55―4101 �0282―55―1486
②横田 守久
③非鉄金属原料全般 ④400㌧
⑤本社を拠点に県内外近隣の持ち込みを取り扱い
⑥40㌧トラックスケール、2.5㌧計量台、230㌧プレス
機、被覆銅線処理装置、粉砕機、シャーリング2基、ユ
ンボ、ショベルローダー、フォークリフト5台、10㌧トラ
ック2台、4㌧トラック1台
⑦銅、真中、アルミ、その他金属を幅広く扱い、顧客
との信頼関係を重視した経営をしている。エコアク
ション21認証取得。
⑧http : //yokotakinzoku.net

①東京都文京区根津1―23―10
�03―3828―1319 �03―3828―1382
②岡村 雄悟
③アルミ原料を中心とする非鉄スクラップ
④400㌧
⑤川口営業所（埼玉県川口市飯塚3―1―23）
⑥クレーン1基、トラック6台（4㌧車2台、3㌧車2台、
営業用トラック2台）
⑦アルミ原料を主体とする非鉄スクラップ業者で、
扱い量の約80％を印刷板が占める。
⑧http : //okamurakinzoku.com

①東京都板橋区高島平7―23―14
�03―3939―7111 �03―3939―7113
②河西 英一
③上銅や並銅など銅系上物中心に非鉄全般
⑤本社
⑥トラック（8.7トン、3トン）、フォークリフト
⑦関東圏に立地する工場で発生するスクラップを
安定的に扱い、供給・品質・法令順守徹底で取引先
と信頼関係を構築。

①東京都台東区上野5―5―8 IMIビル7階
�03―5812―4858 �03―3836―6935
②山口 寿
③非鉄全般 ④800―1100㌧
⑤本社、佐倉エコアール事業所、倉庫（横浜、大阪）
⑥ミックスメタル選別装置一式2セット、アルミ選別
装置一式、ナゲットライン2ライン
⑦国内外に販売しており、非鉄だけでなくプラスチ
ック・鉄なども扱う。佐倉エコアール事業所では、金
属とプラスチックの選別作業も行い、高付加価値化
を図る。ミックスメタルの選別に力を入れている。品
質重視からISO9001の認証も取得している。
⑧http : //www.sanpoh-b.co.jp

①東京都江東区毛利1―5―20
�03―3633―2590 �03―3633―2506
茨城支店＝茨城県常総市大輪町823―1
�0297―24―5111 �0297―24―5113
岐阜支店＝岐阜県不破郡垂井町綾戸540―7
�0584―23―1271 �0584―23―3654
②河内 健司（本社・茨城）、河内 義貴（岐阜）
③アルミリサイクル（茨城）アルミおよび非鉄リサイ
クル（岐阜）
④700㌧（茨城と岐阜）
⑤◇茨城支店 : アルミ専門（アルミホイールが70
％）
◇岐阜支店 :アルミおよび非鉄（63Ｓが50％）
⑥◇茨城支店 :60㌧トラックスケール、1㌧計り、大
型プレス機、小型プレス機、シャーリング、4㌧車4台・
3㌧車1台、リフト5台、営業車3台◇岐阜支店 :40㌧ト
ラックスケール、1㌧計り、中型プレス機、シャーリン
グ、4㌧車2台、リフト3台、営業車2台
⑦1951年創業の実績と信頼でアルミリサイクルにま
い進していきます。茨城支店はアルミホイールリサ
イクルのパイオニアとして、品質・量ともに、どこに
も負けないよう努力しております。岐阜支店は63Ｓ
リサイクルで岐阜一番を目指します。

①埼玉県戸田市川岸1―5―1
�048―441―3839 �048―441―3889
②吉倉 勇人
③銅滓、非鉄金属精錬 ④600㌧
⑤本社、桶川工場
⑥クラッシャー2基、レイモンド微粉機3基、スラッジ
ドライヤー1基、蛍光X線分析装置1式、溶解炉5基、
フォークリフト4台、トラック（大型1台、中型1台）など
⑦創業は明治35年より、非鉄金属の精錬ならびに選
別を一筋に、独自のノウハウでリサイクルの高度効
率化を目標に技術の研究と改良を推進し、限られた
資源の有効活用と環境のエコロジーを考えることを
企業理念とする。

①埼玉県東松山市新郷77―3（東松山工業団地）
�0493―23―9181 �0493―24―3885
②山﨑 豊
③電線ナゲット加工、非鉄金属原料全般
④400―600㌧
⑤本社工場、滑川シッピングヤード
⑥ナゲットライン、ラフチョッパー、シャーリング
⑦グループ会社の山崎商店（神奈川県茅ヶ崎市）と
連携し、東北、関東、中部地区でケーブルスクラップ
を集荷。高品質なナゲット加工が主体。①東京都板橋区中丸町10―9

�03―3974―5037 �03―3974―5038
②星山 大修
③銅・黄銅スクラップ
⑤本社、藤岡エコパワープラント（栃木県栃木市藤
岡町中根西原1473―4）
⑥大型プレス1基、大型トラック1台、4㌧トラック1
台、フォークリフト2台、20㌧トラックスケール1基
⑦迅速、誠実をモットーに早朝からの荷受けにも対
応。

①埼玉県行田市下須戸1830―1
�048―559―1555 �048―559―1557
②中山 裕基
③非鉄全般 ④約1000㌧
⑤および⑥◇本社：プレス機2基、ユンボ3台、アーム
ロール車1台、分析器など◇持田工場（埼玉県行田
市持田1―5―16）：小型プレス機、ベーリングマシンな
ど
◇羽生工場：小型プレス機、油取機
⑦3拠点で役割を分担。本社では国内伸銅メーカー
向けをプレス加工、持田工場では中国向けやアル
ミスクラップをベーラー加工、羽生工場ではリン青
銅、ベリリウムなどを選別加工。あらゆる非鉄スクラ
ップに対応。選別加工受託業務が拡大。

①群馬県前橋市荒口町561
�027―268―3311 �027―268―3377
②大澤 智
③非鉄全般、モーター・雑品 ④約200㌧
⑤本社工場
⑥プレス機（アルミ缶用1基）、剥線機2基、7.5馬力シ
ャーリング1基、4㌧トラック3台、アリゲーターシャーリ
ング1基、軽トラック1台

①東京都江戸川区篠崎町4―17―1
�03―3670―5251 �03―3670―5244
②川原 宏幸
③めっきスラッジリサイクル、貴金属・非鉄金属リサ
イクル ④50トン
⑤東京本社、千葉支店（千葉県八街市吉倉61）
⑥クラッシャー、シャーリング、フォークリフト、ショベ
ルローダー
⑦めっき工場、七宝焼工場などから発生する汚泥の
資源化。
⑧http : //www.kawaharametal.com

①東京都新宿区荒木町13-4住友不動産四谷ビル6F
�03―5368―3150 �03―5368―3180
②細谷 一彦 ③非鉄全般
④製錬向けスクラップ、伸銅・特殊鋼向けスクラッ
プ、産業廃棄物
⑤東京リサイクル・テクノセンター、倉見支店、尼崎
支店、九州支店、日立支店
⑥保管倉庫8カ所など
⑦JX金属グループのネットワークを活用し、非鉄・貴
金属スクラップの集荷、携帯電話・OA機器・電池等
の再資源化、産廃の減容・無害化の仲介を行う。海
外拠点（上海・深セン・台湾・マレーシア・ベトナム・
タイ）などを通じ、バーゼル対応品を含めスクラップ
の集荷も行う。
⑧http : //www.jx-kinzokushoji.co

①埼玉県戸田市新曽南3―10―4
�048―441―0939 �048―442―0502
②八木橋 功
③非鉄金属販売 ④1900―2100トン
⑤長野営業所（長野県千曲市上山田435―1）
⑥大型トラック2台、中型トラック4台、2.5トンフォー
クリフト5台三方締めプレス機1台、二方締めプレス
機1台、簡易分析機2台
⑧http : //www.yagihashi-s.co.jp/index.html

①埼玉県川越市笠幡1481―19
�049―233―1444 �049―234―3977
②原 健司
③銅、アルミ、ステンレス、特殊金属（ニッケル、モリ
ブデン）、貴金属、基板めっきのスクラップ
④150㌧ ⑤川越吉田倉庫 川越ヤード
⑥プレス機、大型以外のトラック3台、デジタル天秤
2基、フォークリフト2台
⑦非鉄スクラップ（アルミ・銅ほか）、特金スクラップ
（ニッケル・モリブデンほか）と貴金属原料を取り扱
っています
⑧http : //www.harashoten.co.jp/index.htm

①東京都北区王子1―17―1―505
�03―3911―4033 �03―3911―4038
②菊池 亘祐
③および④金属関係約300㌧
⑤リサイクルセンター（埼玉県久喜市上清久関ノ上
1662―1）
⑥空缶処理選別機1式
⑦創業から80年以上の信頼と実績。空き飲料缶等、
アルミ製品を主とした金属類のリサイクルを自社で
行う。
⑧http : //eco-earth.net/

①東京都世田谷区宇奈1―6―1
�03―3415―5515 �03―3415―5514
②黒嵜 篤幸
③アルミ原料を中心とする非鉄原料
④450㌧ ⑤本社工場
⑥アルミ自動選別機2基、プレス機3基、フォークリフ
ト3台、重機1台、15㌧車1台、8㌧車1台、4㌧アームロ
ール1台、2㌧車4台、営業車1台
⑦社員13人で平均年齢30歳の若い力を生かす。ア
ルミリサイクルを主体とし、世田谷区の委託事業も
行っている。
⑧http : //www.shinei-metal.co.jp/

①埼玉県八潮市木曽根383
�048―994―2605 �048―994―2606
②渡邊 彰宏
③特殊金属原料、ステンレススクラップ
④1500㌧
⑤および⑥◇八潮営業所（埼玉県八潮市木曾根西3
83）：プレス機、油圧ショベル4台、天井クレーン、プラ
ズマ切断機、分析器◇野田営業所（千葉県野田市）：
油圧ショベル2台、プラズマ切断機、分析器
⑦レアメタル原料のニッケル、コバルト、モリブデ
ン、タングステンなどの選別加工処理。ステンレス
原料を中心としたベースメタルを解体処理、鋳物向
け原料加工処理。
⑧http : //www.metal-wks.com

①埼玉県朝霞市田島2―13―7
�048―456―1177 �048―456―1035
②小林 正明
③山送り全般 ⑤埼玉、東京、千葉
⑥フォークリフト、トラックスケール、自動フルイ機、
シャーリング
⑦山送り専門問屋

①東京都新宿区上落合3―23―12
�03―3361―5675 �03―3362―9244
②宇田川 幸彦
③非鉄金属全般、鉄、産業廃棄物収集運搬、解体撤
去工事 ④500㌧
⑤戸田営業所
⑥トラック8台、フォークリフト3台、プレス機2基、シャ
ーリング2基、はく線機1基、プラズマ切断機2基、トラ
ックスケール40㌧1基、デジタル台秤×3、クレーン
スケール12基
⑦産廃の総合プランナーとして、お得意さまの各
種認証取得のアドバイス。また、有価物と産廃とを
同時回収することで、管理において排出事業者さま
の負担軽減に寄与している。
⑧http : //www.kinsei-corp.co.jp

①東京都江戸川区瑞江2ー28ー3
�03ー3678―8521 �03―3678―8548
②鈴木 茂栄
③非鉄スクラップ（アルミ、ステンレス、銅、真鍮ほ
か）、特金スクラップ ④150―200㌧
⑤千葉県四街道市大日2010―2
�043―420―0050 �043―420―0090
⑥プレス機1台、シャーリング3台、剥線機2台、プラ
ズマ切断機、フォークリフト2台、ユンボ1台、8㌧トラ
ック1台、4㌧トラック1台、4㌧ユニック車1台、40㌧ト
ラックスケール1台
⑦相手先との信頼関係を非常に大切にしておりま
す。最初の取引で気に入って下さいましたら、ずっと
お付き合いを続けられるような会社です。
⑧http : //nttbj.itp.ne.jp/0434200050/index.html

①栃木県下野市下坪山1848-1（下坪山工業団地内）
�0285-47-3222 � 0285-47-3227
②石渡 隆靖
③非鉄金属原料全般、ビルメンテナンス事業、再生
エネルギー売電事業、仮想通貨マイニング事業
④2500―3000㌧
⑤MAINヤード、2ndヤード、3rdヤード、4thヤード、
向野ヤード、柴倉庫（柴工業団地内）
⑥ベーリングマシン2基、プレス機4台、ナゲット機1
台、破砕機3台、振るい機3台、X線分析器4台、プラ
ズマ切断機2台、剥線機2台、ハンマークラッシャー2
台、ロータリーキルン1基、シャーリング2台、磁選機4
台、放射能検知機（ゲート型）1基、バックホー8台、フ
ォークリフト16台、ホイールローダー2台、28ｔトレー
ラー2台、21ｔトレーラー1台、大型トラック7台、大型
アームロール2台、4ｔトラック2台、60ｔ台貫1基、3ｔ
台貫4基、太陽光発電所（藤岡発電所1MW、八千代
発電所1MW、西多摩発電所0.4MW、坪山発電所0.
1MW、富里発電所0.1MW）、秋田男鹿風力発電所3
基
⑦子会社のJ-resource、取り扱い（雑品、鉄、非鉄、プ
ラ）月間800ｔ―1000ｔ、土浦発電所0.1MW、筑西発
電所0.1MW。子会社のTRADE-GEAR、取り扱い
（金属原料輸出入、産業機械輸出入、トラック・重機
板金修理）、坪山発電所0.2MW。関連会社のCell、
太陽光発電事業（佐野発電所3MW、土浦発電所0.2
MW、富里発電所0.1MW）、秋田男鹿風力発電所5
基、旅館事業（新宿区四谷三丁目に旅館建設中）
⑧http : //www.metavits.jp/

①東京都葛飾区西水元1―20―6
�03―3600―7151 �03―3600―7151
②荒井 明
③非鉄全般 ④30㌧
⑥トラック3㌧・4㌧車、フォークリフト2.5㌧、剥線機3
基、シャーリング2基、3㌧・2㌧台秤、3㌧吊り秤
⑦情報発信による集客
⑧http : //www.dousouba.com/
http : //dousouba.com/

①東京都江東区亀戸1―8―8
�03―5626―0711 �03―5626―0709
②岸 治彌
③ナゲット加工、非鉄全般 ④1万㌧
⑤本社、茨城支店、山根工場、土浦工場、鹿島分工
場、札幌支店、苫小牧工場
⑥大型ナゲット処理設備4基、小型ナゲット処理設備
1基、200㌧プレス機1基、100㌧プレス機1基
⑦無公害、大量加工処理技術に基づく大型ナゲット
加工設備とアルミ解体処理設備を備えたナゲット生
産工場が国内3カ所で稼働。国内大手電線・伸銅メ
ーカーに、製錬銅地金、自社で再生加工した非鉄ス
クラップを長契で納入。
⑧http : //www.kuniosa.co.jp

①東京都羽村市五ノ神361―1
�042―554―6979 �042―554―6975
②久保 哲雄
③非鉄金属、特殊金属、貴金属全般 ④650㌧
⑤第2ヤード・事務所
⑥トラックスケール機3台（60㌧まで）、フォークリフ
ト5台、シャーリング3基、プレス機2基、ユンボ3台、運
搬車両（大型・中型）4台
⑦鉄以外の金属・はんだ、錫などオールマイティに
扱う。非鉄金属業界35年の歴史を生かし「環境にや
さしいリサイクル」を掲げ、さらなる向上を目指す。
⑧http : //www.suzusyou.net

①東京都大田区仲六郷1―53―2
�03―3734―0821 �03―3734―0825
②荒川 勝彦
③非鉄全般 ④450㌧
⑤本社ヤードを拠点に、関東や東北地区をカバー
⑥小型アリゲーターシャー2基、油圧プレス1基、電線
解体機2基

①東京都墨田区立川2―7―1
�03―3631―4088 �03―3631―4106
②五井 恭治郎
③非鉄金属原料全般 ⑤本社、甲府営業所
⑥シャーリング、フォークリフト、中型トラックなど
⑦創業は1931（昭和6）年、墨田区立川で営業を始め
現在に至る。取扱品目は伸銅・鋳物原料、アルミ、ス
テンレス、廃電線など。東京都廃棄物再生事業者登
録、エコアクション21認証登録などを取得しており、
都市部でのリサイクル推進、環境良化に努める。
⑧http : //www.goi-kinzoku.jp

①東京都板橋区坂下1―6―12
�03―3960―0161 �03―3960―0165
②髙垣 忠弘
③非鉄金属原料全般
④400―500㌧
⑤本社ヤード
⑥天井クレーン2基、プレス機、フォークリフト3台、大
型トラック2台、中型トラック3台
⑦黄銅系品種を中心に銅、アルミなど幅広く手掛け
る。顧客との信頼関係を重視した経営を続けてい
る。

①東京都大田区多摩川1―10―1
�03―3759―7993 �03―3759―7888
②有賀 一郎
③非鉄全般 ④210㌧
⑤本社、山梨営業所（山梨県中巨摩郡昭和町飯喰18
�055―275―5751 �055―275―7695）
⑥フォークリフト（2.5㌧2台、1.5㌧2台）、クレーン1
基、トラックスケール
⑦創業62年。銅、黄銅、アルミや自動車プレス部品
スクラップなど工場発生物を中心に安定的に扱う。

①埼玉県川口市南町1―4―25
�048―251―6888 �048―251―6772
②三浦 俊則
③アルミ原料を中心とする非鉄金属の売買
④350㌧
⑤本社工場の第1ヤードおよび第2ヤード（川口市南
町1―4―26）、第3ヤード（川口市南町1―28―1）
⑥4㌧車2台、3㌧車1台、フォークリフト2台、社用車2
台
⑦印刷板などのウワ物スクラップを中心に取り扱う。

①東京都墨田区向島1―27―14
�0297―21―1013 �0297―21―1015（守谷営業所）
②田子 政夫
③非鉄金属原料全般 ④600㌧
⑤および⑥◇本社：クレーン、フォークリフト1台など
◇守谷営業所（茨城県守谷市百合ヶ丘1―2370―4）：
ギロチンシャー、油圧プレス機2基、天井クレーン2
基、携帯型成分分析器、油圧ショベル2台、フォークリ
フト4台、中型トラック2台、50トントラックスケール
⑦非鉄金属原料の取り扱い一筋で設立70年。産業
廃棄物中間処理業許可とエコアクション21認証を
取得し、より広範囲な非鉄金属リサイクルを展開する。
⑧https : //www.tagokinzoku.com/

①東京都豊島区巣鴨4―6―6
�03―3918―0481 �03―3918―0483
②井戸 康之
③非鉄金属原料全般 ④500㌧ ⑤本社工場
⑥天井クレーン4基、プレス機、シャーリングマシン3
基、蛍光X線分析器、トラックスケール
⑦銅、黄銅、アルミ、ステンレスなど非鉄金属全般の
ほか、貴金属、特殊金属、基盤、被覆線なども幅広く
取り扱う。再生事業者許可（金属リサイクル伝票発
行可能）、産業廃棄物収集運搬業（東京都）、東京都
公認計量証明事業者。随時持ち込み可能で関東近
県は引き取りも可能。
⑧http : //www.ido-shouten.jp

①群馬県太田市大原町82―5
�0277―78―2741 �0277―78―2743
②山極 進一
③国内外向け非鉄金属原料全般
④1600㌧
⑤および⑥◇本社：200馬力および40馬力プレス機、
ナゲット機、剥線機、プラズマ切断機、80㌧および50
㌧トラックスケール◇営業所（群馬県太田市大原町
1534―5）：100馬力プレス機、アルミ缶およびスチー
ル缶選別ライン・プレス機、50㌧トラックスケール
⑦国内向け非鉄金属原料をはじめ、中国向けなど
も扱う。

①
本
社
所
在
地
②
代
表
取
締
役（
代
表
）③
事
業
内
容（
扱
い
品
種
）④
月
間
取
扱
量
⑤
事
業
拠
点
⑥
主
な
設
備
⑦
特
色
⑧
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス



２０１９年（令和元年） ７月３日 水曜日（第３種郵便物認可）特集（９）

Recycle

Recycle南関東地区

㈱玉川軽金属㈱玉川軽金属㈱トーチインターナショナル㈱トーチインターナショナル星野佳�商店㈱星野佳�商店㈱㈱和田商店㈱和田商店

日中交流サービスセンター㈱日中交流サービスセンター㈱丸愛軽金属㈱丸愛軽金属㈱

東京アルミセンター㈱東京アルミセンター㈱

丸澤金属（株）丸澤金属（株）
飯田軽金属㈱飯田軽金属㈱

銅和金属㈱銅和金属㈱

東京故銅㈱東京故銅㈱

泉金属工業㈱泉金属工業㈱ ㈲米澤商店㈲米澤商店

㈱日金㈱日金

三井金属商事㈱三井金属商事㈱
東港金属㈱東港金属㈱

ウスイ金属㈱ウスイ金属㈱

㈲ニットー㈲ニットー

㈱山金属㈱山金属
㈱エイワメタル㈱エイワメタル

東世紀商事㈱東世紀商事㈱

二興金属㈱二興金属㈱

㈱山村商店㈱山村商店

日新工業㈱日新工業㈱

㈱川部商店㈱川部商店

㈱リサイクルコーポレーション㈱リサイクルコーポレーション 日誠金属㈱日誠金属㈱

㈲長岡商店㈲長岡商店

㈱協同商店㈱協同商店 ㈲根本金属精錬所㈲根本金属精錬所

㈱リーテム㈱リーテム

日本青銅㈱日本青銅㈱㈱マエダ総業㈱マエダ総業

㈱斎藤エンジン㈱斎藤エンジン

①東京都大田区西糀谷4―2―5
�03―3744―2551 �03―3744―2552
②玉川 智一
③アルミ、非鉄全般 ④約250―270㌧
⑤本社、営業所（大田区東糀谷5―12―3）
⑥国産ベーリングマシン（渡辺鉄工＝久留米）、フォ
ークリフト3台、ユンボ、4㌧・2㌧トラック
⑦ベーラーの特色を生かし、国内・海外でも売れる
良質な原料へと選別加工している。メーカーのニー
ズに合った原料供給にも注力。
⑧http : //www.tamakeikin.com

①東京都港区赤坂3―6―4
�03―5545―4065 �03―5545―4070
②龍 国志
③金属くず35％ 古紙35％ その他30％
④金属くず2,000㌧ 古紙25,000㌧
⑤本社 ⑦貿易商社
⑧http : //www.to-chi.co.jp

①東京都千代田区神田佐久間町3―28
�03―3866―7574 �03―3866―7526
②星野 浩司
③非鉄金属原料全般、主に真鍮、銅
⑤東京都千代田区神田和泉町1―12
⑦銅、黄銅が主で、地方荷が多い。関東近県は引き
取りも可能。

①東京都北区堀船1―7―3
�03―3911―5215 �03―3911―5057
②和田 直幸
③銅（上銅・並銅）、黄銅（セパ・コロ材・ダライ粉）を
中心に非鉄全般。産業廃棄物収集運搬
④150―200㌧
⑤本社を拠点に、関東・東北・東海地区をカバー
⑥天井クレーン2基、フォークリフト、車両3台
⑦1951年創業から68年目を迎える老舗非鉄原料問
屋として、「お客さまのニーズに迅速にお応えし、行
動で示す」をモットーに長期にわたる信頼関係を築
き上げてきた。24時間営業、全国引き取りに対応。

①東京都豊島区南大塚2―25―15
�03―5940―7290 �03―5940―7291
②王 伝江
③鉄、非鉄、廃プラスチック、廃サーバーパソコン有
価回収(有価回収営業部）、再生ペレット販売（再生
製品販売部）
⑤本社、茨城営業所、東北営業所、九州営業所、八代
営業所
海外子会社工場（フィリピン工場・中国上海工場）
⑦日本・フィリピン・中国全工場でISO14001の認証
取得。
⑧http : //www.ncic.jp

①東京都葛飾区西亀有4―4―14
�03―3605―7679
②山崎 和章
③アルミスクラップ全般 ④130㌧
⑤本社、三郷営業所（埼玉県三郷市新和5―322）
⑥30㌧トラックスケール
⑦迅速な作業

①東京都江戸川区松江7―6―23
�03―3653―3311 �03―3653―3315
②江川 壮一
③アルミ原料全般 ④2000㌧
⑤東京本社（東京都江戸川区松江7―6―23） 千葉支
店（千葉県千葉市若葉区愛生町15）
⑥プレス機3基、ベーラーマシン1基、4㌧トラック（平
ボディ車）8台、15㌧トラック（平ボディ車）2台、トラッ
クスケール各1基
⑦平成27年10月より(株)大紀アルミニウム工業所の
グループ会社となり、新たなスタートを切りました。
立地の良い東京本社と広いヤードがある千葉支店
の2拠点を持ち、アルミ専門問屋として幅広いメー
カーへ炉前材を供給しています。

①東京都足立区栗原3-27―4
☎03―3890―3252 �03―3890―3429
②持田重明
③銅・アルミを中心とする非鉄金属 ④200㌧
⑤本社工場
⑥剥線機・プレス機・シャーリング・20トントラックス
ケール・天井クレーン・フォークリフト・ユニック車・ト
ラック
⑦昭和40年創業。銅を中心に、アルミ等非鉄金属を
取り扱っている。クイックレスポンスをモットーに対
応。精錬伸銅メーカー、圧延メーカーに直接納品。成
分分析依頼、設備解体品にも応じる

①千葉市稲毛区山王町404―7
�043―422―1068 �043―422―2135
②飯田 和彦 ③アルミ中心に非鉄金属全般
⑤営業所＝千葉市稲毛区山王町360―1
⑥発光分光分析器1台、プレス機1台、フォークリフト
4台（回転フォーク2台、ヒンジフォーク2台）、シャーリ
ング機1台、8㌧トラックなど2台
⑦アルミや銅、ステンレス、鉛など非鉄金属を取り
扱う。長年培った製錬技術を生かし、メーカーが望
む形でのスクラップを供給する。

①東京都江戸川区小松川3―3―3
�03―5858―3050 �03―5858―3051
②日吉 春夫
③非鉄金属原料全般 ④400―500㌧
⑤本社、三島事業所（静岡県三島市南二日町20―31）
⑥小型シャーリング2基、油圧プレス機1台、剥線機2
基、フォークリフト6台、大型トラック3台、中型トラッ
ク2台、トラックスケール、蛍光分析機
⑦伸銅向け銅、黄銅原料が主力。品質保証を最優先
し、徹底した選別を施す。集荷は工場発生物が主
力。2拠点体制で、集荷エリアは関東全域から東北、
中部まで広がる。

①東京都世田谷区上野毛2―20―4
�03―3703―5641 �03―3703―5644
②菊地 泰介
③銅、黄銅を中心に非鉄金属全般
⑤本社を拠点に関東、東北、関西
⑥40㌧トラックスケール、13㌧トラック、3㌧トラック、
フォークリフト、油圧ショベル、プレス機、シャーリン
グ切断機、クレーン3基など
⑦1956年創業。伸銅向け銅、黄銅原料が主力の直納
問屋。本社を拠点に関東、東北、関西まで自社便集
荷。まとまった量も即現金支払い。
⑧http : //tokyo-kodou.co.jp/

①千葉県野田市西三ヶ尾82
�04―7126―4111 �04―7126―4112
②三上 健二
③アルミ原料の取り扱い ④1200㌧
⑤本社工場
⑥プレス機1基、べ―ラ―マシン1基、トラックスケール
2台（50㌧、20㌧）、トラック8台、ユンボ1台、フォーク
リフト5台
⑦ドライバー、営業、ヤード作業員すべてに大型免
許取得義務化。

①東京都板橋区赤塚新町2―13―4
�03―3930―1818 �03―3938―5575
②米澤 明宏
③銅・黄銅・銅合金スクラップ
⑤本社

①東京都大田区西六郷1―18―11
�03―3739―2126 �03―3739―2145
②最首 顕一
③非鉄全般、主に合金や電線などの銅関連品種
④700―800㌧
⑤および⑥◇本社：プレス、シャーリング、2.8㌧クレ
ーン、フォークリフト、40㌧トラックスケールなど◇千
葉事業所（千葉県山武郡横芝光22―11 �0479―85―
0096）：プレス、シャーリング、2.8㌧クレーン、0.7バッ
クフォー、フォークリフト、60㌧トラックスケールなど
⑦「お客さまのニーズを的確に把握し、安全確実を
モットーに迅速な対応」を心がけ、原点となる高品質
原料の安定供給体制を堅持。ISO14001・9001の認
証を本社・千葉事業所ともに取得。
⑧http : //www.nikkin-re.co.jp

①東京都墨田区錦糸3―2―1
�03―5819―9021 �03―5819―9023
②松浦 謙二
③非鉄全般、工業薬品、電子材料・他
④銅箔・製錬・伸銅向け故銅：国内1000㌧/月、海外1
000㌧/月、その他（In滓、AuAg滓、Mo滓、Zn滓な
ど）
⑤国内：本社、名古屋支店、広島支店、福岡支店、九
州支店(熊本）、大阪営業所、仙台営業所
海外：台湾支店（台中市）
⑦三井金属100％出資のグループ内で唯一の商事
会社。国内および海外（北米・中東・東南アジア他）
で仕入れた各種故銅を、三井金属および三井金属
グループ関連会社、三井金属の海外生産拠点およ
び国内外の一般顧客に販売している。
⑧http : //www.mitsuikinzoku-t.co.jp

①東京都大田区京浜島2―20―4
�03―3790―1751 �03―3790―1755
②福田 隆
③非鉄、鉄スクラップ、産業廃棄物、家電リサイクル
④1万㌧
⑤および⑥◇本社工場：600㌧ギロチン、破砕機1基、
産廃選別ライン、三方締プレス、など◇千葉工場：10
00馬力ハンマーシュレッダープラント、1000㌧ギロ
チン、400馬力プレシュレッダー、プレス機◇東京事
務所◇天童支店（山形県）：アルミ精密切断機、バン
ドソー、メタルソー、真空梱包機など
⑦千葉工場のシュレッダープラントや本社の選別ラ
インを所持し、複合素材からなるスクラップ、廃棄
物の処理に強い。本社工場は24時間受け入れてお
り、顧客の利便性が高い。2010年11月に天童支店を
事業継承し、非鉄製品の取り扱いを開始。
⑧http : //www.tokometal.co.jp

①千葉県市川市田尻3―7―35
�047―377―1211 �047―377―7027
②薄井 啓介
③電線ナゲット加工、非鉄金属原料全般
④3000―4000㌧
⑤市川事業本部、成田事業所、名古屋支店
⑥ナゲット設備、ケーブル解体機、プレス機各種、シ
ャーリング各種、トラックスケールなど
⑦銅系スクラップを中心とした非鉄金属原料の加
工、卸業を手掛ける。ISO14001認証を取得、非鉄金
属のリサイクルを通じて循環型社会の構築を目指
す。
⑧http : //www.usui-metals.com

①東京都武蔵村山市残堀5―152―2
�042―569―1488 �042―569―7343
②萩原 実
③はんだ・金銀含有物、特殊金属、非鉄金属
⑤本社工場
⑥40㌧トラックスケール、2㌧スケール2台、携帯型
分析器2台、フォークリフト3台、トラック3台、営業車2
台
⑦はんだ・金銀含有物、電子部品を中心に営業。安
全確実をモットーに、迅速に分析、単価設定を心掛け
ている。
⑧http : //www.ni-tto.com

①東京都江東区亀戸9―22―28
②山村 徳太郎
③非鉄金属原料全般
⑤江戸川営業所（江戸川区篠崎町6―5―15、�03―367
8―3181、�03―3676―0968）
⑥プレス機、油圧ショベル、フォークリフト、シャーリ
ング、50㌧トラックスケールなど
⑦銅、黄銅、青銅、アルミ、ステンレス、電線などを扱
う。京葉道路近くに位置し、都心からも千葉方面から
もアクセスしやすい。設備も充実し、素早い荷受け
が可能。

①神奈川県相模原市中央区田名8500
�042―778―3911 �042―778―3480
②赤松 祐治
③非鉄全般（アルミ・銅・ステンレス・電線など）
④3500㌧
⑤本社ヤード、第2ヤード（相模原市中央区田名塩田
3―1―4）、北ヤード（相模原市中央区田名8497）
⑥IPS社製ベーラーマシン1基、プレス機2基、シャー
リング
切断機1基、ゲート式放射能検知器2基、放射能検知
器3台、金属分析器2台、鉄片探知器2台、エアープラ
ズマ切断機2台、デジタル台秤（5㌧）5台、トラックス
ケール50㌧1基・60㌧1基、ユンボ3台、ショベルロー
ダー2台、フォークリフト11台、トラック15㌧7台・8㌧3
台・4㌧2台、高圧洗浄機1台
⑦「お客さまへの感謝の気持ち」がモットー。環境リ
サイクル事業の一環として、グループ会社の㈲イー
エムサービスが真水化関連事業を展開。エコアク
ション21認証取得（登録番号0012772）

①東京都新宿区西早稲田2―1―23 パシフィック西
早稲田607
�03―5292―6774 �03―5292―6775
②清原 真理子
③輸出向け雑電線、光特号、ナゲット用被覆線、込み
銅、込み真鍮 ④1700㌧
⑤深谷ヤード（埼玉県深谷市山崎字東631）
⑥60㌧台貫、0.7立方㍍油圧ショベル、0.45立方㍍油
圧ショベル、フォークリフト3台、剥線機2台、シャーリ
ング2台、8㌧トラック1台
⑦ISO14001、9001認証取得。中国向け電線輸出100
0㌧、国内ナゲットメーカー向け被覆線200㌧、光特
号・1号ナゲット銅250㌧他。
⑧http : //tosekishoji.com

①東京都墨田区本所1―10―11
�03―3622―5111 �03―3622―5114
②横関 直彦
③アルミ缶、スチール缶、産業廃棄物の収集運搬・
中間処理
④500―550㌧（うち金属スクラップ約250㌧）
⑤川崎リサイクルセンター（神奈川県川崎市川崎区
田町3―1―2）
⑥プレス機4基（スチール、アルミ、廃プラ、予備）、磁
力選別・手選別コンベヤーライン一式
⑦リサイクル率向上のため飲料容器限定のライン
設計。都心3区（千代田、中央、港）、横浜市、川崎市の
エリア回収を行う。中型車両運搬効率向上のため荷
台脱着によるコンテナ回収。大型車両作業性向上
のためダンプ車両での運行。

①東京都北区神谷2―19―10
�03―3902―0301 �03―3902―0303
④700㌧ ⑤本社、営業所
⑥2.8㌧クレーン、油圧プレス、フォークリフト等
⑦リン青銅、錫引線等、伸銅向け銅スクラップの専
門問屋で、銅スクラップ全般を取り扱う。特に伸銅
品は、熟練の作業員による専門知識と、徹底した選
別で品質は高く評価されている。近年では基板類を
はじめとした、金銀滓全般の集荷に力を入れてい
る。
⑧http : //nttbj.itp.ne.jp/0339020301/index.html

①東京都千代田区有楽町1―12―1新有楽町ビル10階
�03―3213―3701 �03―3213―3720
②中村 一敬
③ナゲット加工および非鉄金属原料全般の加工販
売、廃プラスチックリサイクル
④4500㌧
⑤および⑥◇中央ヤード（埼玉県深谷市）：銅ナゲッ
ト乾式・湿式ライン、アルミナゲットラインほか◇千
葉工場（千葉県匝瑳市）：プラスチック粉砕・混合・押
出ライン◇千葉倉庫（千葉県八街市）
⑦全事業所でISO14001および9001の認証を取得。
資源リサイクルで最大限の付加価値を追求する。非
鉄金属買い取り情報をウェブサイトで発信中。
⑧https : //www.hitetsu.net/

①川崎市中原区上平間1262
�044―511―7216 �044―276―5550
②川部 久雄
③アルミ原料を中心とする非鉄金属スクラップ
④350㌧
⑤川崎工場（川崎市川崎区小島町4―5）
⑥大型プレス機1基、フォークリフト5台、重機（バック
フォークラブ付き）1台、トラックスケール40㌧2基、
天井クレーン2㌧2基、5㌧1基、大型トラック1台、中
型トラック1台
⑦川崎工場は工業団地内にあり、変化していく仕入
れ先、納入先に対してどのような要望にも対応可能
な集荷拠点を設立した。
⑧http : //kawabe-shoten.com

①東京都葛飾区鎌倉1―6―1
�03―5668―2881 �03―5668―2880
②原田達也
③銅線（30％）、アルミ（30％）、鉄（30％）、その他（10
％）
④500―700㌧
⑤市原工場（千葉県市原市勝間605―1）
⑥放射能検知器付50㌧トラックスケール1基（市
原）、ユンボ3台、プレス機、フォークリフト、トラック
など
⑦1983年設立のRIC時代より、金属スクラップに加
え、鋼材（月間約2000㌧）、建材（同コンテナ約10本）
の輸出を30年以上継続して手掛けている。
⑧http : //www.recycle-corp.co.jp

①東京都江戸川区東小松川4―32―5
�03―3656―1431 �03―3656―1434
②佐藤 邦彦
③貴金属精錬 ⑤千葉工場（千葉県袖ヶ浦市）
⑥貴金属精錬設備、ICP分析装置、排水蒸発乾燥装
置、銀電解装置4基、銀インゴット連続鋳造装置、硝
酸溶解タンク5基、排ガス洗浄装置5基
⑦金、銀、白金、パラジウムを主体とした貴金属専門
の分析、精錬を行う。工業用排水はゼロとし、環境対
策も重視する。

①東京都八王子市明神町2―10―15
�042―642―6373 �042―642―6373
②長岡 秀明
③銅、アルミ、ステンレス、鉄、貴金属、特殊金属原
料全般。産業廃棄物中間処理業、産業廃棄物収集運
搬業
⑤および⑥◇上川営業所（八王子市上川町601―1）：
450㌧Wマシーン、100馬力タイガーシュレッダー、プ
レス機3基、フォークリフト5台、4㌧トラック6台、50㌧
トラックスケール
⑦八王子市を中心に17市町村でアルミ缶を回収。
東京都水道局など公共機関の入札にも参加する。
貴金属・特殊金属や鉄スクラップの回収にも力を入
れている。産業廃棄物の収集運搬、中間処理も手掛
ける。

①神奈川県相模原市中央区南橋本4―2―24
�042―770―3008 �042―770―3006
②古川 昌史
③非鉄金属原料全般
⑤本社工場、第2ヤード（相模原市中央区清新8―20―
39）、第3ヤード（相模原市緑区上九沢369―8）
⑥大型プレス2基、60㌧トラックスケール3基、シュレ
ッダーライン、放射能検知器、移動式特殊分析器な
ど
⑦エコアクション21認証、産業廃棄物再生事業者登
録有、産業廃棄物積み替え保管許可有（本社、第2ヤ
ード）、産業廃棄物中間処理業許可有、第1種フロン
類回収業者登録有。
⑧http : //www.kyodo-shoten.co.jp

①東京都墨田区東墨田3―12―13
�03―3611―1572 �03―3611―6236
②根本 繁
③銅合金、貴金属スクラップの溶解・精錬
④80㌧ ⑤本社工場
⑥1㌧電気炉、300㌔重油炉、バッグフィルター式集
塵機2基
⑦鋳物、製錬メーカー向けの溶解精錬を手掛け、金
属リサイクルの一翼を担う。

①東京都千代田区外神田3―6―10
�03―3258―8586 �03―3251―5804
②中島 彰良
③金属リサイクル及びリユース/金属資源の売買/資
源循環・リサイクルに関するコンサルティング/産業
廃棄物の中間処理業並びに収集運搬業/一般廃棄
物処分業
④約5000㌧
⑤本社、東京工場（東京都大田区城南島3―2―9）、水
戸工場（茨城県東茨城郡茨城町長岡3520）
⑥◇東京工場：破砕機（864㌧／日）◇水戸工場：破砕
機（37.8㌧／日）、切断機（80.0㌧／日）◇産業廃棄物
収集運搬車両21台
⑦1909年（明治42）年、創業。大量処理能力を持つ東
京工場（東京スーパーエコタウン内）と高品位選別
処理を持つ水戸工場との連携により、ゼロ・エミッシ
ョンを達成している。
ISO14001、ISO27001、OHSAS18001を認証取得。
小型家電リサイクル法認定事業者。
⑧リーテムホームページ：https : //www.re-tem.
com
エコタイムズ（最新ニュース、コラムなどを掲載）：
https : //www.re-tem.com/ecotimes

①東京都荒川区東日暮里2―8―14
�03―3802―3851 �03―3806―7138
②増澤 宗一
③地金事業（銅合金地金の製造販売）、連続鋳造品
事業（銅合金棒・板・パイプ状の製造販売）、加工品
事業（銅合金の特注鋳造・加工）
⑤本社、工場（長野県岡谷市堀ノ内1―3―30）
⑥機械設備（中周波誘導電気炉、高周波誘導電気炉
など）。試験検査設備（化学分析器、ICP発光分光分
析装置など）
⑦製品特性として、機械的強度・耐圧が非常に優
れ、組織が微細で偏析が極小、成分・特性が規格通
りで常に一定、寸法精度が高く、コストダウンに貢
献。
⑧http : //www.nihonseidou.com

①東京都葛飾区立石5―7―7
�03―3691―1186 �03―3693―7273
②前田 将秀
③金属原料全般、レアメタル類、電線類など
④1000㌧
⑤および⑥◇東京本社：シャーリング、中型トラック5
台、プレス機、3㌧クランプフォークリフト2台◇三郷
営業所（埼玉県三郷市駒形133―1）：重機、蛍光X線分
析器、シャーリング2台、プラズマ切断機、3㌧クラン
プフォークリフト3台、3.5㌧フォークローダー、大型
プレス機、ユンボ
⑦工場発生のすべての金属再生原料のリサイク
ル。一般廃棄物より発生する再生原料のリサイク
ル。ニッケル系、貴金属を含むレアメタルリサイクル。
⑧http : //www.maedasogyo.co.jp

①千葉県八千代市上高野1976
�047―483―3171 �047―485―3360
②斎藤 明
③自動車エンジン解体 ④1200㌧ ⑤本社
⑥エンジンブレーカー1基、回転式アルミ溶解炉1
基、天井クレーン3基
⑦自動車エンジン解体一筋60年余。地域社会の一
員として環境対策、公害対策の積極的な推進を企
業理念としている。生産効率化を図るため機械化も
積極的に進めている。

①
本
社
所
在
地
②
代
表
取
締
役（
代
表
）③
事
業
内
容（
扱
い
品
種
）④
月
間
取
扱
量
⑤
事
業
拠
点
⑥
主
な
設
備
⑦
特
色
⑧
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス



（１０）特集（第３種郵便物認可）２０１９年（令和元年） ７月３日 水曜日

Recycle

Recycle中部地区

Recycle

Recycle北信越地区

塩沢㈱塩沢㈱㈲長嶋軽金属㈲長嶋軽金属和光金属㈱和光金属㈱坂田通商㈱坂田通商㈱

花村産業㈱花村産業㈱

㈱藤原商店㈱藤原商店

スガヤメタル㈱スガヤメタル㈱

エイト金属㈱エイト金属㈱

北陸精錬㈱北陸精錬㈱
日基インダストリー㈱日基インダストリー㈱

昭和メタル㈱昭和メタル㈱

岡本金属㈱岡本金属㈱

日松金属㈱日松金属㈱
㈱カサイ㈱カサイ

阿石金属製錬工業㈱阿石金属製錬工業㈱
㈱誠宇ジャパン㈱誠宇ジャパン

㈱二和金属㈱二和金属

飯沼金属㈱飯沼金属㈱ 国沢アルミ合金㈱国沢アルミ合金㈱

全協金属㈱全協金属㈱三島金属㈱三島金属㈱

㈱ウエスギ㈱ウエスギ クルマ商事㈱クルマ商事㈱

保田産業保田産業
㈱越後㈱越後

髙山金属商事㈱髙山金属商事㈱

㈱竹中製作所㈱竹中製作所
㈲山﨑商店㈲山﨑商店㈱児玉商店㈱児玉商店

㈱東京資源㈱東京資源

㈱鶴商㈱鶴商

坂部商事㈱坂部商事㈱ 和興商事㈱和興商事㈱

①山梨県甲州市塩山上荻原2680―125
�0553―32―3178 �0553―32―3187
②塩澤 聖也
③非鉄金属スクラップ（銅、アルミ、ステンレス、込
み黄銅、雑線、ミックスメタル） ④3000―4000㌧
⑤山梨を拠点に全国から集荷している。北九州市
（福岡県北九州市若松区響町1―30―2）にヤードを開設。
⑥油圧ショベル9台、フォークリフト13台、プレス機4
基、トレーラーヘッド3台、大型トラック8台、金属分析
器4台⑦仕分けにより付加価値を高め顧客ニーズに
応える。込み黄銅、雑電線などの輸出だけでなく、原
料の輸入にも力を入れている。輸出先は中国、韓
国、マレーシア、ベトナム。輸入元は韓国、インドネ
シア、マレーシア、シンガポールなど。コンテナなど
の運送事業にも取り組んでおり、経営の多角化を進
めている。⑧http : //www.shio-kin.com

①千葉市若葉区野呂町1335―41
�043―228―4515 �043―228―4737
②長島 大介
③アルミ、銅、ステンレスの各原料 ④1000㌧
⑤中田営業所（千葉市若葉区中田町2188―1）
⑥トラックスケール（60㌧、50㌧）プレス機3基、フォ
ークリフト4台、重機3台、大型トラック3台、4㌧車4
台、2㌧車1台、シャーリング4基、剥線機1基、プラズ
マ切断機1基、分析器1基、放射線測定器2基
⑦2カ所の事業拠点を生かしスピーディーな選別、
加工を行うとともに、迅速な荷受け、出荷を徹底。
中間処理・収集運搬の許可を取得済み。
⑧http : //www.nagakei.co.jp

①神奈川県愛甲郡愛川町角田1070―1
�046―205―5201 �046―205―5202
②西谷 敬一
③国内外向け非鉄金属原料全般 ④5500㌧
⑤横浜営業所、愛川事業所、相模原事業所、大阪出
張所
⑥100馬力ベーラー圧縮機、150馬力大型プレス機、
小型プレス機、シャーリング5基、シェル切断機2基、
鉄片探知機5基、磁力選別機1基、成分分析機2台、油
圧ショベル8台など
⑦非鉄金属、非鉄含有物品を国内外の最適なユー
ザーに直販売。適正処理と品質管理、透明性の高さ
を心がけ、ユーザーが安心して取引できるよう努め
る。スペースの拡大および設備増強で、安全でスピ
ーディーな作業が積み降ろしが可能。
⑧http : //www.wakoh-kinzoku.co.jp

①富山県射水市大江90
�0766―54―6589 �0766―54―6569
②坂田賢 ④500㌧
⑥150㌧プレス1基、破砕機2基、ユンボ1台、50㌧トラ
ックスケール、フォークリフト5台、Ｘ線分析装置
⑦非鉄金属、レアメタルなどのリサイクル活動を積
極的に行い、循環型社会への貢献を目指す。
⑧http : //sakatats.com

①長野県松本市市場5―26
�0263―27―1850 �0263―29―4740
②花村 泰年 ③5500㌧
④長野県松本市・長野市、愛知県名古屋市熱田区、
東京都江東区、栃木県小山市、千葉県市原市
⑤プレス4基、シャーリング3基、アルミニウム溶解炉
4基
⑥非鉄金属・製鋼原料回収および販売、鉄鋼製品・
非鉄金属製品販売、アルミニウム二次合金を製造
するメーカー機能を併せ持つ。金属製品全般を「販
売」「回収」「リサイクル」「加工」の循環システムの
中で回すノウハウを有する。
⑦http : //www.hanamurasangyo.co.jp

①神奈川県大和市下鶴間2―11―30
�046―263―0269 �046―264―0855
②藤原 秀也
③アルミ、銅、ステンレス、貴金属等の非鉄原料
④600㌧（アルミ75％、その他非鉄25％）
⑤本社および海老名センター（神奈川県海老名市
上郷4―2―7）
⑥IPSべ―ラ―マシン1基、プレス機2基、シャーリング
2基、ユンボ2台、フォークリフト5台
⑦原料品質に注力。
⑧http : //www.fujiwarashouten.com

①横浜市都筑区早渕1―25―33
�045―591―6266 �045―592―2801
②菅谷 洋子
③被覆電線ナゲット加工、非鉄金属スクラップ
⑤横浜営業所、千葉ナゲット工場
⑥ナゲットプラント一式、フォークリフト6台、油圧シ
ョベル2台
⑦1971年からナゲット銅の生産事業を始め、現在は
家電リサイクルの指定引き取り場所を手掛けるな
ど、幅広く環境リサイクル分野に取り組んでいる。
⑧http : //www.sugaya-m.jp/

①富山県高岡市六家1062
�0766―31―1272 �0766―31―4534
②三箇周治 ④1200㌧ ⑤本社(工場)
⑥5㌧高周波誘導電気炉など銅合金溶解設備分析
および試験設備かトラックスケール（40㌧用）など
⑦銅合金地金などを住宅関連から重工業向けに手
掛けており、八塚金属商事がこれら合金地金の販売
を行う。良質な鋳物用銅合金地金で地域に貢献。20
18年から銅合金地金製造の下工程にロボットを導入
し一部自動化した。
⑧http : //w2332.nsk.ne.jp/yatsuzuka

①金沢市福増町北737
�076―249―8888 �076―240―1766
②松岡 秀次
③銅、アルミ、ステンレスなど非鉄金属スクラップ
全般 ④500―600㌧ ⑤本社
⑥50㌧トラックスケール一式、ベーラー1基、5㌧クレ
ーン1基、2.5㌧クレーン1基、フォークリフト5台、トラ
ック8台、油圧ショベル1台など
⑦本年で設立60年目を迎える老舗問屋。石川県を
中心に北陸3県で営業活動を展開する。長年の実績
を背景にした信用力と誠実かつ丁寧な接客姿勢で、
周囲から高い評価を得ている。

①千葉県野田市中野台465―1
�04―7122―2232 �04―7122―2260
②岡部 武治
③非鉄金属・鉄スクラップなどの輸出入および売買
⑤原料ヤード（千葉県野田市目吹2264―1）
⑥フォークリフト3台、プレス機（60㌧）1基、トラック4
㌧車2台、2㌧車2台、軽トラック1台
⑦ISO9001、ISO14001の認可工場として品質の管
理・リサイクルに徹し、省エネを追求しながら公共に
役立つ企業として活動。米、カナダ、中国、東南アジ
ア諸国との不要になったガスメーター、各種モータ
ー類や非鉄金属スクラップの輸出入
⑧http : //www.fuyohin-center.com/

①川崎市川崎区東扇島6―26
�044―277―1431 �044―277―1432
②小川 和之
③特殊金属加工・卸売、レアメタル、アロイスクラッ
プ ④約2000㌧
⑤本社ヤード、直江津事業所
⑥コブルマシーン、スペクトル分析機、ペレタイザ
ー、ナイトン、テストマスタープロ判別機など
⑦「地球資源の価値を再生し、省資源社会の実現に
貢献します。」を掲げ、ニッケル、コバルト、チタンな
どの希少金属スクラップのリサイクルを行ってい
る。直江津事業所ではチタン（純チタンおよびチタ
ン合金）スクラップのリサイクル事業に特化。阪和
興業特殊金属部門と事業統合、事業拡大を展開中。
⑧http : //www.sk-showa.co.jp

①富山県砺波市本小林30
�0763―37―1572 �0763―37―1724
②岡本 一剛
④600㌧（ナゲット含む） ⑤本社
⑥切断機およびプレス機、銅線ナゲット加工機
⑦非鉄金属全般。銅ナゲット、黄銅削粉などを電線、
伸銅メーカーに納入

①千葉県市原市五井9105
�0436―23―1433 �0436―23―1434
②松田 章稔
③滓・スラッジ専門非鉄金属原料（銅、鉛、亜鉛、ニッ
ケル、金、銀などの滓・スラッジ）
④100㌧ ⑤本社ヤード
⑥節分設備、3㌧フォークリフト、2.5㌧ドラムクラン
プ2台、2.5㌧ショベル1台、破砕機、ふるい機、蛍光Ｘ
線分析装置
⑦大手金属製錬所向け（ＪＸ金属、三井金属、八戸
製錬、大阪鉛錫精練所など）原料に特化して営業す
る。⑧http : //www.nissho-metals.com

①新潟市西区新田517
TEL025―262―2402 �025―263―1570
②笠井 則克
③アルミスクラップおよび二次合金など
④2000トン
⑤本社工場、苫小牧事業所
⑥アルミ溶解炉1基、アルミ用リサイクルベーラー2
基、アルミホイル減容機1基、グラブ付バックホウ3
基、フォークリフト12台、プラズマ切断機械3基、シャ
ーリング4基、剥線機2基
⑦品質第一主義に舵をきり、顧客に満足してもらえ
るものを提供し続ける体制づくりを行っている。北
海道苫小牧事業所は品質管理しやすい場所へ移設
を行い、新潟本社管轄も更なる品質向上強化に努
める事により、カサイブランドを構築して差別化を
図っていく。
⑧http：//www.kasai-alumi.co.jp

①名古屋市瑞穂区新開町23―6
�052―871―0411 �052―871―0413
②阿石 重男
③銅スクラップ、アルミスクラップ、雑品・鉄スクラ
ップなど ④月間1000―1500㌧
⑤および⑥◇本社：1.4㌧重油式平炉3基、ガス式平
炉2基、クレーン1基など◇小牧工場：スクレーナー2
基、1.3㌧溶解炉3基、傾斜炉1基、1㌧回転炉1基、ロ
ータリーキルン2基、クラッシャー2基、はんだ用押出
機3基、50㌧トラックスケール一式、プレス機2基な
ど。
⑦戦前から続く老舗の非鉄原料問屋で85年の歴史
を持つ。非鉄金属スクラップの集荷・販売に加え、銅
合金・鉛はんだ製造なども手掛けている。

①東京都千代田区平河町2―16―9
�03―6268―9525 �03―6268―9526
②中原 恵子
③アルミ缶、ペットボトル、廃プラスチックなど
④4000㌧
⑤千葉工場（千葉市花見川区三角町523）、横浜工場
（横浜市旭区西川島10―1）、愛知工場（愛知県蒲郡市
浜町67―5）、兵庫工場（兵庫県三田市須磨田888―1）、
宮城蔵王工場（宮城県蔵王町宮字海道東堀添30―9）
⑥油圧プレス機、自動選別ライン、粉砕機(時間当
たり3㌧)4基、50㌧スケール5台、10㌧トラック5台、4
㌧トラック1台、パッカー車2台、フォークリフト17台な
ど
⑦アルミ缶・ペットボトルを中心にリサイクル事業を
展開。1、幅広く競争力を持った『旺盛な販売力』と豊
富な在庫。2、全国規模の幅広い『物流ネットワー
ク』。3、ISO9001/ISO14001を取得した『安心な工
場』。これら『3つの力』を結集してお客さまのニーズ
に応える。これからも、『信頼と安心』を第一に、リサ
イクルで地域に貢献する。
⑧http : //www.seiujapan.com

①神奈川県海老名市下今泉2―1―1
�046―233―5861 �046―233―5950
②佐藤 皇
③非鉄金属原料全般、廃バッテリーなど④1000㌧
⑤本社ヤード、厚木営業所（神奈川県厚木市下川入
1318―1）
⑥大型プレス2台、シャーリング5基、油圧ショベル5
台、大型トラック5台、4㌧トラック4台など。
⑦関東圏内の2営業拠点で非鉄金属、廃バッテリー
などを中心に金属原料全般を受け入れる。集荷範
囲は全国に及ぶ。
⑧http : //www.futawa-metal.co.jp

①名古屋市港区正保町8―16
�052―382―9811 �052―382―8613
②倉崎 純
③銅・アルミスクラップ ④600㌧ ⑤本社ヤード
⑥プレス機2基、800㌧ギロチンシャー1基、40㌧トラ
ックスケール一式、重機1台など
⑦名古屋市内に拠点を置き、中部地区を中心に銅・
アルミなど非鉄金属スクラップの集荷・販売を行
う。2008年から大手鉄スクラップディーラー、産業振
興グループの一員となっている。

①富山県高岡市岩坪500
�0766―22―4396 �0766―22―5447
②国沢 敏男
③アルミ二次合金地金 ④600㌧
⑤本社工場
⑥アルミ溶解炉4基、レイモンド2基、三方締めスク
ラッププレス1基
⑦鋳物用、ダイカスト用アルミニウム二次合金地金
を製造及び販売を行う。少量から対応、原料としてド
ロスも取り扱う。

①神奈川県座間市東原3―15―7
�046―251―5266(座間工場)
�046―251―5278(座間工場)
②岡村 篤秀
③製鋼原料・非鉄金属、産業廃棄物収集運搬、産業
廃棄物処分業 ④非鉄300㌧、鉄1200㌧
⑤および⑥◇座間工場（神奈川県座間市相模が丘6
―38―1）40㌧トラックスケール、油圧ショベル1台、フ
ォーク3台、プラズマ切断機、10㌧アーム1台、4㌧ア
ーム5台、10㌧ユニック1台、4㌧ユニック1台など
◇厚木工場（神奈川県厚木市金田1009―3）50㌧トラ
ックスケール、油圧ショベル1台、フォーク2台、剥線
機、アリゲーターシャーなど
⑦銅を中心とした非鉄各種・鉄など幅広く受け入れ
る。非鉄の取り扱いを強化中。選別を徹底し、高品位
のスクラップを販売する。
⑧http : //www.e-zenkyo.com

①川崎市宮前区有馬9―2―8
�044―853―4098 �044―853―4978
②永岡 昭人
③非鉄金属原料全般 ⑤本社ヤード
⑥プレス機、40㌧トラックスケール、3㌧つりスケー
ル、3㌧ホイスト、フォークリフト3台、大型トラック2
台、中型トラック4台、Ｘ線分析器など
⑦創業70年目を迎え、取扱品目は非鉄金属全般。循
環環境社会および産業界において、その根幹を担っ
ているという責任感と自負を持ち営業を重ねる。リ
サイクル事業をより効果的に環境向上に役立てる
ため、エコアクション21認証を取得している。

①三重県四日市市天カ須賀新町1―32
�059―365―6800 �059―363―2055
②上杉 啓詞
③銅ナゲット、被覆線、非鉄金属スクラップ全般
④月間1000㌧ ⑤本社
⑥銅・アルミナゲット加工設備（ケーブル線処理
機）、塵芥破砕機、水中和処理施設など
⑦産業廃棄物の収集運搬・中間処理を通じて、環境
保全、循環型社会の形成を考える総合リサイクル企
業。
⑧http : //www.uesugi-p.co.jp

①本社：富山県射水市赤井230
�0766―52―1075 �0766―52―3509
富山営業所：富山市新屋20-2

�076―451―2356 �076―451―2391
②車 啓三
④金属スクラップ取扱量1700―1800㌧（鉄・非鉄含
む）、ステンレス鋼板250㌧
⑤および⑥
本社◇非鉄リサイクル部：大型ヒアブ1台、フォーク
リフト7台(回転フォーク含む）、バックフォー2台、50
㌧トラックスケール、簡易Ｘ線分析装置2台、ベーリ
ングマシン、平ボディ10㌧ダンプ1台、平ボディ13㌧
1台
◇ステンレス鋼板販売部：3ｍシャーリング2台、表面
保護膜張り機2台
富山営業所：大型ヒアブ1台、平ボディーダンプ1台、
バックフォー1台、フォークリフト2台(回転1、ヒンジ1
)、50㌧トラックスケール
⑦ステンレス鋼板販売部と非鉄リサイクル部の両
輪を駆使。非鉄金属の熟練スタッフが選別作業し、
出張査定も行う。ストックヤードは量・種類とも豊富。
⑧http : //www.kuruma-shoji.co.jp

①横浜市西区岡野2―11―9
�045―311―0851 �045―314―7479
②保田 一彦
③電線ケーブル・非鉄金属・プラスチック原料の売
買、産業廃棄物の収集運搬・中間処理 ④140㌧
⑤リサイクル営業部（千葉県市原市久保618）
⑥ナゲットプラント、剥線機、シャーリング、フォーク
リフト、40㌧トラックスケール、4㌧アームロール車、
ユニック車
⑦電線ケーブルの回収から解体加工、再資源化ま
でトータルリサイクルに取り組む。ナゲットプラント
を有し、太い電力ケーブルから細い通信ケーブルま
で解体加工が可能。
⑧http : //www.yasudasangyou.co.jp

①名古屋市南区大堀町20―19
�052―822―2007 �052―822―2008
②越後 征紀
③鉛、亜鉛、錫、はんだなどのスクラップの回収、地
金加工販売及び鉛製釣具製品の製造を手掛ける。
④100㌧
⑤鉛溶解炉1基、集塵機、1.5㌧ホイストクレーン、フ
ォークリフト1台、4㌧車1台など
⑦再生鉛精錬が主力。特に3号硬鉛地金等の硬鉛地
金製造を得意とする。鉛スクラップの回収、選別、地
金加工、販売まで一貫体制で行っている。近年では
鉛製釣具製品の製造にも着手。鉛の原料から製品
まで幅広く販売を行っている。

①横浜市西区浅間町4―341―7
�045―311―3607 �046―238―5865
②髙山 謙治
③被覆電線ナゲット加工、非鉄金属原料全般、産業
廃棄物中間処理、収集運搬 ④400㌧
⑤海老名営業所（神奈川県海老名市中野2―15―20）
⑥スウェーデンSR製粉砕機、乾式ナゲットライン、
湿式ナゲットライン、パワーショベル3台、フォークリ
フト6台
⑦乾式と湿式の2ラインを活用し、電線スクラップ
のきめ細かな選別を施す。需要家のニーズに対応し
た原料供給に努める。
⑧http : //www.takayama-kinzoku.com

①富山県高岡市長慶寺987
�0766―22―0566 �0766―25―8767
②竹中 伸行
④アルミ350㌧、銅200㌧、その他200㌧
⑤長慶寺工場（金属部)
⑥丹入溶解炉1基、80㌧プレス1台、天井クレーン1
基、フォークリフト3台
⑦県内取引を主とし、地元の鋳造工場にアルミ合
金、銅合金地金を販売する。アルミ6063Sの原料と
なるサッシ新スクラップや伸銅品原料となる新1号
銅線を取り扱う
⑧http : //www.take.co.jp

①神奈川県茅ヶ崎市下寺尾2091
�0467―51―5615 �0467―52―3299
②山﨑 敬二
③被覆電線リサイクルナゲット加工、非鉄金属原料
全般
④800㌧ ⑤本社工場
⑥ナゲットプラント、150馬力独製ラフチョッパー、
PVC／PE選別機、50㌧トラックスケール
⑦1963年創業。73年にナゲットプラントを導入し、銅
ナゲットメーカーとして再生事業を展開。循環型社
会の構築を目指す。グループ会社の東上金属（埼玉
県東松山市）と連携し、関東、中部、東北地区でケー
ブルスクラップを集荷する。

①名古屋市北区西志賀町2―71（営業所）
�052―441―6131 �052―443―3693
②児玉 充弘
③銅・アルミスクラップ ④150―200㌧
⑤本社、営業所（愛知県あま市七宝町下田江西3―1）
⑥プレス機1基、天井クレーン1基、50㌧トラックスケ
ール一式、フォークリフト5台など
⑦品質本位の姿勢を前面に打ち出し、非鉄金属原
料の選別、加工を徹底して行う。手間を惜しまず高
品質な原料のみを提供する姿勢を貫き、顧客から
高い信用を獲得している。

①横浜市中区元浜町3―23 プロスタイル横浜馬車
道202 �045―900―8040 �045―900―8041
②布村 文雄
③非鉄金属・合金属などの販売、輸出入および仲介
業 ④1000㌧
⑤湘南ヤード、さくら工場
⑥油圧ショベル1台、フォークリフト2台、トラックスケ
ール、ナゲットライン
⑦設立20年目を迎える非鉄金属スクラップ商社。神
奈川県茅ケ崎市を主力ヤードに、栃木県さくら市に
ナゲット加工工場を持つ。取扱いのメインは、電線ス
クラップ各種で、国内売買、輸出、国内自社加工の
全てを行う。中国が2018年末にスクラップ第7類を
禁止して以降、代替ルートとして東南アジア全域へ
の取引が拡大している。また、中国銅需要家向けに
スクラップ第6類（ナゲットや込み銅）の取扱いを開
始、取引が大幅に拡大している。過去20年の間に中
国と直接取引をしてきたことが、これらの新しい取
引拡大に寄与している。外国人従業員率が高く、中
国・台湾・韓国籍のスタッフが海外取引に大きく貢
献している。
⑧http : //www.tokyo-resource.co.jp

①金沢市湊1―38
�076―237―2501 �076―237―2502
②宮崎 司 ④500㌧
⑥二軸せん断式破砕機、アリゲーターシャーリング、
ローラークラッシャー、ハンマークラッシャー、粒度選
別機、風力選別機、振動粉砕機、30㌧トラックスケー
ル、小型移動式クレーン車、塵芥車
⑦「環境保全」「資源の有効利用」「健康」を企業理念
に1978年の創業当時より非鉄金属、貴金属、レアメ
タル、レアアースなど、金属・鉱物資源のリサイクル
事業を展開している。顧客のニーズにより廃棄され
る電子部品など機密情報の漏洩防止に備え、各種
破砕機を取りそろえている。
⑧http : //www.tsurusho.co.jp

①静岡市駿河区豊田3―1―35
�054―282―9168 �054―285―2821
②坂部 正行
③銅・アルミ・ステンレススクラップ ④1800㌧
⑤本社ヤード
⑥2.5㌧プレス機1基、3.5㌧プレス機1基、30㌧トラッ
クスケール一式、重機2台など
⑦静岡市を地盤に非鉄金属スクラップ全般を集荷、
販売する。近年は黄銅系品種の扱いに注力、事業の
多角化などを推進している。
⑧http : //sakabeshoji.com

①千葉県船橋市楠が山町122―1
�047―402―3751 �047―402―3755
②松木 洋 ③1800㌧ ④本社工場
⑤油圧ショベル4台、フォークリフト6台、トレーラー2
台
⑥廃バッテリー、鉛スクラップ、製錬向け銅、込み黄
銅を得意とする。信頼を第一に、持込業者に誠実に
接することを心掛けている。仕分けと選別を徹底し
ており、納品先からのクレームゼロを目指す。
⑦http : //www.wakocorp.co.jp
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Recycle

Recycle関西地区

三和金属㈱三和金属㈱㈱星野商店㈱星野商店㈲ヨシオカ㈲ヨシオカ㈱きわきん㈱きわきん

㈱木本商店㈱木本商店 小塚メタル㈱小塚メタル㈱㈱名古屋メタルセンター㈱名古屋メタルセンター水野産業㈱水野産業㈱

㈱野末商店㈱野末商店 ㈱三光金属㈱三光金属
㈱アイコー㈱アイコー㈱國樹商店㈱國樹商店

志賀ステンレス㈱志賀ステンレス㈱㈱坂本㈱坂本 ㈱赤阪商店㈱赤阪商店 松野アルミ㈱松野アルミ㈱

新英マテリアル㈱新英マテリアル㈱

松野産商㈱松野産商㈱雨滝商事㈱雨滝商事㈱三和故銅㈱三和故銅㈱

杉本金属㈱杉本金属㈱ ㈱池田金属㈱池田金属
㈱タツミ㈱タツミ

㈱マテリアル佐藤㈱マテリアル佐藤

中国興業㈱中国興業㈱
戸松冶金㈱戸松冶金㈱

木村金属㈱木村金属㈱
㈱宮西金属㈱宮西金属

ティーエムシー㈱ティーエムシー㈱ 木村金属工業㈱木村金属工業㈱
㈱橋本金属商事㈱橋本金属商事㈱山内商店㈱山内商店

①名古屋市港区新船町1―2
�052―652―5161 �052―654―2350
②川端 勝幸
③銅・黄銅スクラップ ④800㌧
⑤本社ヤード
⑥プレス機1基、40㌧トラックスケール1基、2.8㌧天
井走行クレーン3基
⑦銅系品種を得意とし、ほぼすべての銅・銅合金原
料を取りそろえる。また、業界に先駆け管理システ
ムを導入。データに基づいたポジション管理を得意
とする。

①名古屋市港区十一屋1―9
�052―381―3483 �052―381―6665
②星野 裕司
③銅・アルミスクラップ ④400㌧
⑤本社ヤード
⑥プレス機2基、シュレッダー2基、2㌧クレーン3基、ト
ラック3台など
⑦名古屋市の産業廃棄物収集運搬許可や積み替
え、保管許認可など各種許認可を取得し、顧客から
の要請に即応可能な体制を構築している。環境対
応力を強化するためISO14001も取得済み。

㈲ヨシオカ
①静岡県富士宮市杉田1352―3
�0544―24―9944 �0544―24―9945
②吉岡 真一
③銅ナゲット加工業、非鉄金属スクラップ流通業
④120―150㌧ ⑤本社工場
⑥乾式・湿式ナゲットプラント各1ライン、荒切り機1
基、プレス機1基、30㌧トラックスケール一式など
⑦富士山の裾野、静岡県富士宮市で事業を展開。扱
い品目は銅電線スクラップが9割以上を占め、集荷
した電線を加工し、銅ナゲットとして販売している。
営業エリアは静岡県中・東部が中心。最近では銅ナ
ゲットの委託加工事業にも注力している。

①大阪市浪速区日本橋東3―16―5
�06―6631―5339 �06―6644―6050
②福田 雅之
③銅、黄銅、青銅、鉛、ステンレススクラップ、輸出用
スクラップなど ④180㌧
⑤本社、リユース部、天王寺倉庫、下寺倉庫、河南工
場
⑦電線スクラップ回収を中心に行う再生業者で、併
せて電線ドラムの回収も行う。回収後材料として再
利用できる電線も販売する。

①京都市南区上鳥羽菅田町41
�075―661―8648 �075―661―8647
②朴 柱擎
③アルミ、銅、ステンレス、電線など ④1000㌧
⑤本社工場
⑤ベーラー1基、3方締め250㌧プレス機1基、小型プ
レス1基、40㌧トラックスケール、天井走行クレーン2
.8㌧2基、切断機、金属成分分析器、パワーショベル3
台、リフト3台、10㌧トラック1台、8㌧1台、4㌧1台、ア
ームロール1台
⑥1997年に工場を新設し、ベーラーシステムを導
入。ビス付きサッシのプレス品は需要家から炉前材
として高く評価されている。ISO9001の認証企業で、
2015年春に中国向け輸出ライセンス（AQSIQ）を取
得した。国内販売が主体だが、近年、一部のアルミ
スクラップは二次合金メーカーの検収が厳しくなり
販売し難くなっているため、海外での販路を開拓し、
入出荷のバランスを維持、向上する。京都市ごみ減
量会議会員アルミ缶リサイクル協会認定の回収拠
点。
⑦http : //www.kimotoco.jp

①岐阜県瑞穂市稲里545―1
�058―327―3311 �058―327―3021
②小塚 将樹
③銅、黄銅、アルミ、ステンレスなど非鉄金属スクラ
ップ全般。ニッケル、チタンなどの特殊金属スクラッ
プ④1800㌧
⑤本社工場、岐阜支社（岐阜市敷島町）
⑥油圧プレス機、エンジンクラッシャー、剥線機、60
㌧・15㌧トラックスケール各一式、パワーショベル、
ショベルローダー、オリンパス携帯型成分分析機など
⑦ヤードは岐阜県を横断する国道21号線沿いにあ
り、各地からのアクセスが良好。毎朝、工場周辺で
クリーン活動を行っている。若手社員が多く、スピー
ディーな荷卸し、検収、笑顔で接客を行い、活気があ
ふれる。また、企業主導型保育施設を建設し、社員
の子育て環境の充実を図っている。
⑧http : //www.kozukametal.com

①愛知県弥富市稲元13―46―1
�0567―68―1161 �0567―68―3777
②黒川 幹仁
③アルミニウム屑を主体とした非鉄金属類、地金類
の売買 ④月間1500㌧
⑤本社ヤード
⑥タテ型シュッレッダー1基、非鉄選別機1基、Ｘトラ
フト1基、ベーリングマシン1基、トラックスケール2
式、15㌧ダンプトラック・重機・リフト等多数。
⑦アルミスクラップの扱いは国内トップクラス。得
意とするアルミ以外にも銅やステンレスなど非鉄
原料全般を取り扱う。5Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、習
慣化）と3Ｍ（無理・無駄・ムラ）を徹底して行ってお
り、整理整頓が行き届いたヤードで、安全かつ迅速
な対応を心掛ける。
⑦http : //www.metal-center.co.jp/

①岡崎支店＝愛知県岡崎市大樹寺1－8－6
�0564―23―3798 �0564―23―3750
②水野政巳
③鉄・非鉄スクラップ全般、アルミ二次合金、貿易な
ど ④2万㌧
⑤および⑥◇本社：1200㌧ギロチンシャー1基、大型
油圧プレス1基、半自動シャーリング1基など◇岡崎
支店：1600㌧ギロチンシャー1基、40㌧反射炉1基な
ど◇安城支店：50㌧反射炉1基、80㌧トラックスケー
ル一式など
⑦「鉄」「アルミ二次合金」「貿易」の3部門を中心に
事業を展開する総合資源リサイクル企業。幅広く総
合的なリサイクルに取り組んでいる。
⑧http : //www.mizunoindustry.com

①静岡県磐田市白羽417
�0538―66―3337 �0538―66―6629
②野末 洋介
③銅・アルミスクラップ、製鋼原料
④非鉄2200㌧、鉄1800㌧ ⑤本社工場、稗原工場、
関連会社＝関西メタル、中部メタル
⑥被覆剥線機3基、200㌧・500㌧プレス機各1基、7.5
プレス1基、粉砕機11基、振動式選別機4基、シュレッ
ダー機1基、2軸破砕機、切断機3基、40㌧トラックス
ケール3式、島津発光分析装置2台、X線分析装置1
台など
⑦金属資源の国内循環への貢献を目指す。その一
環として各種加工機の導入を進め、非鉄金属の選
別加工に注力。
⑧http : //www.nozue.jp

①愛知県豊明市沓掛町勅使8―398
�0562―95―0080 �0562―91―1792
②村山 武史
③銅・黄銅スクラップ ④2500㌧
⑤本社工場、豊明第2倉庫、飛島事業所
⑥大型シャーリング3基、アリゲーターシャーリング1
基、三方締めプレス機1基、蛍光X線分析機5台、重
機5台、トラック13台、トレーラー3台、リフト16台
⑦品質第一をモットーにユーザーニーズに沿ったデ
リバリー対応を実施。常時、仕入れソースの開拓と販
売先の構築に努め、非鉄金属原料の安定供給に取
り組む。
⑧http : //www.sanko-metal.com

①大阪府東大阪市渋川町2―9―27
�06―4307―0600 �06―4303―5522
②宮本 盛徳
③銅・アルミ・ステンレススクラップの集荷・販売。
アルミ二次合金（AD12.1）・ベースメタルの販売、雑
品・貿易業務
④1000―1500㌧
⑤渋川本社（東大阪市）、伊賀営業所（三重県伊賀
市）
⑥ナゲット設備一式、分析器、重機、プレス機、シャー
リング、トラック、トラックスケールなど。
⑦自社便で集荷・販売・受け入れすることにより、業
者間取引を積極推進する。

①大阪市浪速区難波中1―16―8
�06―6649―0045 �06―6649―1685
②西村 和晃
③鉛スクラップの集荷、鉛二次精錬業、非鉄金属素
材（銅・アルミ・亜鉛・チタンなど）や加工品の商社
業
④15㌧（再生鉛）
⑤第1工場（大阪市浪速区稲荷1―11―5）
⑥溶解炉4基（1㌧2基、350㌔2基）
⑦需要に応じて鉛・鉛合金インゴット（17―500㌔）の
小ロット販売を行う。

①静岡県富士市今泉801―1
�0545―51―0880 �0545―53―3062
②志賀 功一
③ステンレス・特殊金属スクラップ ④300㌧
⑤本社ヤード
⑥ダブリングシャー1基、トラックスケール一式、大型
重機1台など
⑦ステンレス原料やニッケルなど特殊金属原料の
扱いを得意とする。まじめで丁寧な接客姿勢を貫
き、顧客から高い信用と信頼を得ている。
⑧http : //www.shiga-stainless.com/

①堺市北区金岡町2553―1
�072―258―8887 �072―258―9009
②畑 芳久
③スクラップ（非鉄・鉄鋼・被覆銅線・プラスチッ
ク）、非鉄金属地金（主にアルミ・亜鉛）など
④1500㌧ ⑤泉北工場
⑥破砕機1基、非鉄選別機1基、ナゲットおよび乾燥
機1基、電子スケール2基、プラズマ切断機3基、集塵
機1基、フロン回収装置3基、回収ボンベ12本、フォー
クリフト4台、2㌧パワーゲート、4㌧脱着装置付コン
テナ専用ダンプ2台
⑦「環境保全」を経営の最重要課題とし、原料・資源
の有効活用と環境汚染の防止に取り組む。大阪府廃
棄物再生事業者登録、ISO9001・14001、中国輸出ラ
イセンス（登録商品＝廃金属・廃五金・廃塑料)、産
業廃棄物収集運搬業許可（近畿2府4県）
⑧http : //www.sakamoto.ecnet.jp

①大阪市平野区加美東1―6―15
�06―6792―6308 �06―6792―6334
②赤阪 靖之
③銅・黄銅・ステンレススクラップなど ④200㌧
⑤本社、新生メタル、寝屋川事業所、ロシア事務所
⑥ギロチンシャー1基、遠心分離機、2軸低速破砕機、
高速1軸破砕機4基、1方締めプレス機、トラックスケ
ール1基、クレーン5基、バッテリーフォークリフト4台、
ヒンジフォークリフト1台、ユンボ、エアープラズマ
カッターほか
⑦2014年2月、ロシア極東部の中心都市・ハバロフ
スク地方のアムールスク市に現地法人「モスト・ビ・
イポーニュー」を設立。現地発生する込み銅や込み
黄銅を重点品目とし、日本への輸出を手掛ける。分
離選別で国内フローでのリサイクルに対応してい
る。⑧https : //www.akasakasyouten.jp/

①愛知県北名古屋市熊之庄牛流42
�0568―22―7455 �0568―25―2299
②松野 清、松野 修
③アルミ、銅・銅合金、ステンレスなど非鉄金属スク
ラップ全般④1300―1500㌧
⑤本社ヤード（敷地面積6600平方㍍）
⑥切断機能付き100馬力3方締め圧縮機、200㌧プレ
ス機2基、バンニング・ステージ1台、天井クレーン2
基、重機1台、フォークリフト14台など
⑦社内の意思疎通、情報共有を徹底し、相互に連携
を図っていくことで個々の顧客ニーズに沿った対応
を実現。原料業界のグローバル化への対応を進め
ることに加え、アルミ以外の分野でも幅広く事業を
展開する方針。 ①愛知県岡崎市大平町字堤下78－1

�0564―28―5731 �0564―28―5732
②深津 吉彦
③アルミニウム・特殊金属、銅スクラップ、被覆線の
買い入れおよび販売、ナゲット加工
④1000㌧
⑤本社
⑥押出プレス2基、2.8㌧クレーン2基、重機8台、フォ
ークリフト10台
⑦中部地区の大手鉄スクラップヤードディーラー、
新英金属を中核とする新英ホールディングスの関
連会社。2019年6月にシン英工業と新英チップを統
合して発足した。グループのネットワークを活用し、
効率的な非鉄金属リサイクル体制を構築している
ことが強み。集荷から加工、販売までを一貫して対
応すると共に、大型のナゲット加工機械を所有。分析
器をいち早く導入し、対応を進めている。
⑧https : //www.shineikinzoku.co.jp/group04/

①名古屋市守山区新守山314
�052―793―0049 �052―793―5117
②松野 守男
③銅・銅合金・アルミ・ステンレスなどの非鉄スクラ
ップ、鉄スクラップ
④非鉄300―400㌧、鉄1500㌧
⑤および⑥◇本社工場：100馬力プレス機1基、800㌧
ギロチン1基、小型プレス・シャーリング◇東濃リサ
イクルセンター（岐阜県多治見市旭ヶ丘10―6―97）：2
00馬力プレス、シャーリング◇共和産業（関連会社）
⑦名古屋と東濃の2拠点で、製鋼・非鉄原料、基板ス
クラップの廃電子部品、廃プラスチックなど産業廃
棄物全般を集荷販売。ISO9001・14001を取得。
⑧http : //www.matuno.info

①奈良県北葛城郡王寺町舟戸1―1―24
②雨瀧 卓
③鉛地金、鉛屑、半田屑、亜鉛屑の売買、各種再生鉛
の製造販売
④再生鉛地金100㌧
⑤広陵リサイクルセンター（奈良県北葛城郡広陵町
大字三吉27―1、��0745―60―1613）
⑥40㌧トラックスケール、3㌧自動計量器、トラック
大型1台・中型1台、フォークリフト4台
⑦鉛屑、半田屑の集荷、選別。1個2㌔―1㌧の各種再
生鉛地金の製造・販売。
⑧http : //www.ametakishouji.co.jp/

①大阪市東成区神路4―11―22
�06―6971―5177 �06―6974―1017
②川岸 正治
③銅・黄銅・青銅・アルミ・ステンレススクラップな
ど
⑤本社事業所
⑥40㌧トラックスケール、プレス、切断機、ホイスト
クレーン、8㌧トラック2台、3㌧トラック2台など
⑦伸銅メーカー向けへの黄銅削り粉供給をメーン
に、取扱量の50―60％を黄銅スクラップが占める。
⑧http : //www.sanwakodo.com/

①大阪市浪速区桜川4―9―21
�06―6561―9071 �06―6567―3648
②杉本 昌弘
③銅・黄銅ウワ物スクラップおよび銅・アルミ合金地
金
④200㌧
⑤本社事業所
⑥クレーン5基、プレス2基、切断機2基、リフト2台、ト
ラック2台ほか。
⑦1962年の創業以来、住友電気工業向けおよび電
線・伸銅メーカー向けの溶解用銅系ウワ物に特化。

①大阪府貝塚市久保171―3
�072―438―3459 �072―447―7930
②池田 正志
③銅・アルミ・雑線・廃基板・雑品など金属全般
④1500㌧
⑤本社、泉佐野支店、堺支店、大阪支店、岸和田土生
倉庫、岸和田稲葉倉庫、泉佐野樫井倉庫
⑥携帯型成分分析器、剥線機、50㌧・40㌧トラックス
ケール、大型トラック3台、中型トラック8台、2㌧トラッ
ク3台、小型ユンボ2台、フォークリフト7台
⑦2016年4月に4拠点目となる大阪支店をオープン
し集荷力を強化。剥線機やナゲット加工機の販売も
手掛ける。従業員の平均年齢が30歳前後と若く、営
業力や機動力が強み。
⑧http : //www10.ocn.ne.jp/̃ikekin/

①名古屋市中川区澄池町15―2
�052―351―7048 �052―353―7429
②不破 直行
③銅線・被覆線スクラップなど非鉄金属スクラップ
全般 ④150―200㌧
⑤本社、宝神工場、南陽工場
⑥剥線機8基、シャーリング3基、フォークリフト3台な
ど
⑦銅電線や被覆電線の取り扱いを得意とし、「信用、
信頼、安心、安全」を重視する堅実な経営姿勢は、取
引先から高い評価を受けている。

①愛知県東海市名和町後酉31
�052―604―0190 �052―604―0191
②佐藤 芳隆
③銅・黄銅スクラップ ④350―400㌧
⑤本社ヤード
⑥プレス機1基、2㌧クレーン2基、1㌧クレーン1基、
被覆線解体機2基、切断機1基、大型トラック4台、中
型トラック1台、フォークリフト4台、携帯型成分分析
機器など
⑦ニュースクラップの扱いが全体の100％を占め、
良質な炉前材を需要家に供給している。ISO14001
を取得しており、環境に留意した事業運営を展開し
ている。

①大阪市福島区鷺洲6―1―4
�06―6454―1221 �06―6454―0082
②松本 研二
③廃触媒・電池屑・超硬屑・磁石屑・非鉄金属・貴金
属（Ni・Co・Mo・Sn・Cu・Zn・W・Biレアアースなど）
の購入・回収から販売、Ni・Co・Bi・Mnなどの地金
販売、三酸化アンチモン、防カビ剤原体等の化学工
業薬品販売、各種受託・委託加工と幅広く展開。
⑤本社
⑦1974年3月廃触媒回収・再利用を目的に設立。非
鉄金属・貴金属の販売および輸出入を行い、化学工
業薬品の委託製造ならびに販売、また毒物、劇物の
販売や輸出入も手掛けている。
⑧http : //www.chemical-metal.co.jp/index-j.
html

①名古屋市瑞穂区二野町9―16
�052―881―8111 �052―881―8195
②戸松 利徳
③非鉄金属スクラップ全般、アルミ、鉛、半田の溶解
および精錬、銅、黄銅棒、アルミ圧延品の販売および
加工
④400―500㌧
⑤本社、犬山工場、大府工場、刈谷工場、アルミ加工
センター、高岡営業所、東京支店
⑥プレス機8基、切断機6基、ベンダー3基、アルミ溶
接機3基、反射炉4基、高周波電気炉1基、堅炉1基、ロ
ータリー炉1基など
⑦創業事業の非鉄スクラップ販売以外に、伸銅品・
軽圧品販売・アルミ加工、アルミ母合金精練、鉛バッ
テリー回収、鉛精錬など幅広く事業を展開する。
⑧http : //tomatsu.jp

①大阪市大正区鶴町1―1―61
�06―6552―7840 �06―6552―7842
②木村 聡宏
③非鉄スクラップおよび地金の売買と、合成樹脂原
料の売買およびプラスチック成形品加工販売
⑤本社工場、東大阪市（プラスチック）
⑥天井走行クレーン4基、トラックスケール1基、プレ
ス1基、切断機2基、リフトなど。
⑦製錬、伸銅メーカーへの安定供給を軸に、金・銀
滓など貴金属スクラップと、再生樹脂の取り扱い拡
大に注力。
⑧http : //kimura-metal.co.jp/

①愛知県北名古屋市鍛冶ヶ一色西2―83
�0568―21―3697 �0568―25―3955
②宮西 弘隆
③銅・アルミスクラップ ④800―1000㌧
⑤本社ヤード、第2倉庫
⑥75馬力三方締めプレス機1基、40㌧トラックスケ
ール一式、重機2台、トラック4台など
⑦「お客さまを待たせない迅速な対応」をモットーに
ユーザー重視の姿勢を貫く。設備投資や敷地拡張な
どを適宜実施し、スムーズな荷受け・荷降ろしを実
現している。

①京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691
�075―253―0444 �075―253―0448
②木野本 芳郎
③電子部品スクラップ、スーパーアロイスクラップ、
廃触媒、二次電池スクラップ、貴金属含有滓、耐熱
鋼など
⑤マザープラント（滋賀県甲賀市水口町笹が丘1―5
8）、信楽プラント(滋賀県甲賀市信楽町牧1790)、富
山プラント（富山県富山市笹津137―1）、高岡プラン
ト（富山県高岡市萩布142―2）東京支店。関連企業：
TMC KOREA
⑦レアメタルスクラップをメーンに扱い、全国での
収集・納入を行っている。またISOに基づく品質管
理、徹底的な顧客サービスを提供している。
⑧http : //www.townmining.co.jp

①大阪市阿倍野区天王寺町北3―16―9
�06―6714―3333 �06―6714―3337
②木村 尚史
③銅スクラップ（ピカ線、上銅、エナメル線、山行き
故銅）、電気銅、ナゲット銅 ④2000㌧
⑤大正倉庫、有田工場
⑥天井クレーン7基、トラックスケール2基、ナゲット
粉砕設備2ライン、リフト7台、プレス2基、切断機5
基、ギロチン1基、被覆線解体機3基など
⑦製錬・伸銅メーカー向けに銅スクラップを安定供
給。被覆線の粉砕能力は最大月間800㌧。赤ナゲット
を中心に雑ナゲットも加工。山行き銅の集荷、ピカ
線のプレス加工を大正倉庫で展開する。
⑧http : //www.kimurakinzokukogyo.co.jp/

①名古屋市東区大幸3―4―15
�052―722―0388 �052―722―0389
②六車 龍三
③銅・黄銅スクラップ ④1000㌧
⑤本社、第2倉庫、第3倉庫
⑥プレス1基、クレーン5基、トラック3台、フォークリ
フト6台
⑦銅・黄銅系ニュースクラップを中心に取り扱い、安
定した品質と供給量で取引先から高い信頼を獲得
している。非鉄金属の可能性を最大限に引き出せる
「提案型原料流通企業」を目指す。
⑧http : //hashimoto-kinzokushoji.co.jp/

①名古屋市港区名四町70
�052―653―8822 �052―661―5386
②山内 勝博
③銅・アルミ・ステンレススクラップ ④300㌧
⑤および⑥◇本社：1㌧クレーン1基、大型重機1台、4
㌧トラック2台、8㌧トラック1台、フォークリフト3台◇
砂美倉庫：2㌧クレーン1基、2.8㌧クレーン1基、シャ
ーリング1基、剥線機3基
⑦国道23号沿いに位置し、大型トラックでも訪れや
すい場所にある。品質と接客を重視し、あいさつな
ど基本的なことからユーザーニーズに沿った製品供
給まで、確実に実行することが特徴。

①
本
社
所
在
地
②
代
表
取
締
役（
代
表
）③
事
業
内
容（
扱
い
品
種
）④
月
間
取
扱
量
⑤
事
業
拠
点
⑥
主
な
設
備
⑦
特
色
⑧
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス



（１２）特集（第３種郵便物認可）２０１９年（令和元年） ７月３日 水曜日

株式会社

RECYCLE
REGAIN
REFRESH

私たちは、限りある地球の資源を
有効に活用し、無限の可能性を追求します。

未来を考える。自然を考える。資源を考える。リサイクルを考える。

代表取締役　新 田 善 造営業内容
非鉄金属スクラップの買取●

産業廃棄物収集運搬及び中間処理
一般廃棄物収集運搬
リサイクルコンサルタント

●

●

●

本社／鶴岡市下清水字内田元21-17（鶴岡鉄工団地内）
TEL（0235）24-5200㈹　FAX（0235）24-4830

リサイクルコンサルタント部／TEL（0235）24-2971
メールアドレス／k.knitta@dream.ocn.ne.jp

【拠点所在地】

【URL】

本 　 　 社
仙 台 営 業 所
みやぎ自動車リサイクルセンター
名 古 屋 営 業 所
関 東 営 業 所

岩手県一関市花泉町油島字花欠23番地3
宮城県多賀城市宮内1丁目2 3番地
宮城県栗原市若柳字大林西千刈33番地16
愛知県小牧市小木東2丁目6 8番地
埼 玉 県 深 谷 市 人 見 4 1 3 番 地 1

℡　0191-82-3710
℡　022-361-5110
℡　0228-35-3530
℡　0568-65-8080
℡　048-598-5911

株式会社ヨシムラ
電線ナゲット加工・非鉄金属・鉄

Recycling campany

https://www.yoshimura-inc.co.jp

一般鋼材、鉄鋼加工製品、建設資材
冷暖房機器、漁業資材、鉄・非鉄金属原料

代表取締役　阿　部　幸　司

〒041-0824 函 館 市 西 桔 梗 町 9 番 地 の 1 0
TEL（0138）49－4811
FAX（0138）49－2322

金属リサイクル特集 2019

資源循環型社会の発展を支える
有力非鉄スクラップディーラー

非鉄金属・貴金属・スクラップ一般

代表取締役社長　鈴 木 喜 好
本 　 　 社

第二ヤード

〒972-8336 福島県いわき市渡辺町上釜戸字瀬峯74
TEL （0246）56-7400　FAX （0246）56-7401
URL：http://www.suzuki -syouten. jp/pc/
E-mai l :suzuk i - recycle@cora l .p la la .or . jp
い わ き 市 遠 野 町 上 遠 野 字 若 宮 6 4 - 3 4
TEL （0246）89-4830　FAX （0246）89-4831

Recycle

Recycle中四国・九州地区

㈲ダイハチ㈲ダイハチ㈱西尾商店㈱西尾商店富士興産㈱富士興産㈱㈱ユタカ㈱ユタカ

㈱メタルドゥ㈱メタルドゥ ㈱林商会㈱林商会

㈱ナカノ㈱ナカノ
信友金属㈱信友金属㈱

㈱東予資源㈱東予資源 日清特殊金属㈱日清特殊金属㈱㈲藤井商店㈲藤井商店
柳金属産業㈱柳金属産業㈱

森金属㈱森金属㈱㈱福岡非鉄メタル㈱福岡非鉄メタル
日章金属興業㈲日章金属興業㈲山崎メタル㈱山崎メタル㈱

㈱山宗商会㈱山宗商会 阪和メタルズ㈱阪和メタルズ㈱
保井金属㈱保井金属㈱㈱山﨑金属商会㈱山﨑金属商会

①神戸市東灘区魚崎南町1―3―4
�078―451―0314 �078―451―0065
②武本 京子
③銅、アルミ、ステンレス、ニッケル、錫、特金など非
鉄金属全般、鉄
④830㌧
⑤本社工場
⑥40㌧トラックスケール1基、マグレット付クレーン1
基、油圧ショベル1基、10㌧トラック4台、8㌧ヒヤブ1
台、4㌧1台
⑦スクラップ問屋には珍しい女性社長が切り盛りす
る。毎年、国際協力機構（JICA）主催の集団研修を
受け入れ、中南米や大洋州などの政府関係者が同
社で選別工程などを見学する。ヤード周辺の掃除を
徹底しており、使用済みアルミ缶の収益の一部で会
社の周りに花を植え、地域の緑化活動にも取り組ん
でいる。
⑧http : //www.kobe-daihachi.co.jp/

①大阪府東大阪市長田東4―3―33
�06―6746―1073 �06―6746―1074
②福田 俊信
③アルミ、銅、ステンレス、雑品など ④600㌧
⑤本社工場、ヒシエ営業所
⑥三方締めプレス機1基、アリゲーターシャー1基、仕
分け選別付缶プレス機1基、磁力選別機1基、携帯型
レーザー発光金属判別機、ユンボ3台、リフト4台、10
㌧ダンプ1台、8㌧ユニック1台、8㌧1台、4㌧1台、1㌧
1台
⑦創業40年。お客さま第一の問屋を目指し、1㌔から
買い取る。集荷は町工場が密集する地域ということ
もあり、アルミ一品合金やダライ粉などを安定調達
できる環境にある。モーター類やバッテリー、基板、
携帯電話などの引き取りを積極的に行う。
⑧http : //www.nishio-syoten.com

①大阪市浪速区元町1―5―7
�06―6630―7066 �06―6630―7067
②小川 眞弓
③特殊金属リサイクル業（Ni・Co・Ni―Cu・Mo・W・
Ti系、Ni水素・Coリチウム電池・Nd磁石・ハイス・超
硬チップ・ダイス鋼・ステンレススクラップなど）
④約2000㌧ ⑤本社、大正倉庫
⑥プラズマ切断機2台、高速カッター2台、ガス切断
機一式、5㌧・2.8㌧・2㌧各天井走行クレーン、卓上
型分析計1台、ポータブル分析計4台など
⑦Ni・Ni合金、特殊金属リサイクル事業およびレア
アースの販売を主体とし、米国、中近東、東南アジア
との輸出入も積極的に行っている。ISO9001認証、
中国金属原料輸入許可証取得。日新製鋼、新日鉄住
金ステンレス指定問屋。大阪商工会議所会員。
⑧http : //www.fujikosan.jp

①大阪府東大阪市渋川町3―5―20
�06―6728―7288 �06―6728―7272
②豊川 庸大
③アルミ、銅、黄銅、砲金、ステンレス、鉄など
④500㌧
⑤本社工場、東大阪事業所、大阪事業所
⑥200㌧三方締めプレス2基、携帯型放射線測定器、
鉄片探知機、携帯型成分分析器、アリゲーターシャ
ー1基、小型シャーリング1基、油圧ショベル1基、40㌧
トラックスケール2台、2.8㌧天井クレーン4基、10㌧ト
ラック2台、4㌧3台、3㌧1台、2㌧1台、リフト6台
⑦2014年、油圧ショベルと10㌧トラックを新設し、選
別・運搬効率を大幅に向上させた。今後もスクラッ
プ品位の向上と選別効率の改善に注力する。環境
省推奨の環境経営システム・エコアクション21認証
取得。CO2排出や使用電力の削減に取り組んでいる。
⑧http : //yutaka-recycle.com

①大阪市浪速区湊町2―2―45オンテックス難波ビル
11階
�06―6635―5151 �06―6635―5161
②山頰 敏彦
③レアメタル地金・レアメタル、スーパーアロイス
クラップ全般・レアアース・各種セカンダリー材
④約2500㌧
⑤1st物流センター(大阪市此花区)、2nd物流センタ
ー(神戸市中央区)、東京支店・東京物流センター（東
京都大田区）
⑥保税蔵置場、危険物屋内貯蔵所・一般作業所、電
池放電設備、電気式乾燥機1台、アリゲーター式シャ
ーリング機1台、シャーリング機1台、ショットブラスト
機2台、バレル研磨機1台、携帯型X線分析器16台、
チタンコブル機1台、卓上型蛍光X線分析装置3台、
自動倉庫4基、放射線ゲートモニター2基、小型クラ
ッシャー機3台、ダライ粉チッピング機1台など。
⑦充実した物流設備と商品化技術、豊富な在庫と旺
盛な購買力、網羅された海外リサイクラーとのネット
ワーク、柔軟でスピード力のある業務対応、共存共
栄の精神と姿勢が5大特色。
⑧https : www.raremetal.co.jp/

①大阪府松原市大堀1―15―29
�072―331―8529 �072―335―1524
②林 正裕
③レアアース・レアメタル合金等の製造・販売、希
土類磁石および磁石スラッジ、ニッケル、コバルト、
チタン、金、銀、コバール、ステライト特殊合金スク
ラップの選別・検収・製錬・販売
④300㌧強
⑤ヘッドオフィス・松原ヤード（大阪府松原市）、奈良
工場・技術開発センター（奈良県御所市）
⑥完全酸化焼成炉2基、キルン1基、成形機1基、天井
クレーン、トラック4台、リフト4台ほか。
⑦1971年の創業以来『自利利他』を理念に、ユーザ
ーと歩む。特に内外のマグネット・メーカーとの交流
が深く、コバルトスクラップの選別検収等で多くの
実績とノウハウを持つ。また希土類磁石の選別検収
やスラッジ酸化安定処理でも大きな実績と信頼を
築く。ほかレアアース・レアメタルスクラップの商材
も多岐に取り扱う。
⑧http : //www.hayashi.com/

①大阪府摂津市鳥飼上4―1―10
�072―604―0125 �072―604―0516
②中野 茂伸
③アルミ、銅系統など
④1000㌧
⑤本社工場
⑥油圧プレス2基、アルミ・スチール缶自動選別ライ
ン1基、シャーリング1基、40㌧トラックスケール1基、4
㌧ダンプ1台、2.5㌧フォークリフト3台、ユンボ0.25
ツカミ1台、10㌧トラック1台
⑦スクラップは搬入後すぐに屋根付きヤードでプレ
ス加工するため歩留まり率の高さには定評がある。
特に使用済みアルミ缶は行政入札や自治会、仲間
買い、古紙業者からの持ち込みで数量を伸ばしてお
り、扱い量は関西圏でトップクラス。

①広島市佐伯区八幡1―11―8
☎082―928―1881 �082―927―1230
②遠藤 雅博
③ステンレススクラップおよび特殊金属全般
⑤本社工場、湯来工場
⑥25㌧トラック2台、25㌧ダンプトラック4台、10㌧ヒ
アブ付ダンプトラック1台、10㌧ヒアブ付トラック1
台、8㌧ヒアブ付き1台、4㌧トラック1台、トラックスケ
ール2台、天井クレーン5基、ショベルカー4台、フォー
クリフト4台、シャーリング1基、金属X線分析機3基、
エマルジョン分離機
⑦日鉄ステンレス(株)指定業者
⑧http : //www.shinyu-metal.co.jp/

①愛媛県西条市福成寺甲99
☎0898―76―7600 �0898―64―6400
②志賀 忠男
③ステンレス・特殊金属原料・製鋼原料リサイクル、
ステンレス・特殊金属切断加工
⑤本社工場、第2工場、小松ヤード
⑥10㌧大型車4台、5.5㌧クレーン車、4㌧車2台、フォ
ークリフト3台、圧縮切断プレス機1基、スクラップ切
断機ニューギロ1基、シャーリング2基、金属分析器3
台、放射線検知器1台、トラックスケール2基（50㌧、4
0㌧）、パワーショベル（フォークグラップル5台、カッ
ター付1台、マルチ解体2台、マグネット2台）、プラズ
マ切断機3台、移動式プラズマ切断機1台など
⑦環境マネジメント「エコステージ」の「ステージ1」
の認証を取得、15年2月に愛媛県資源循環優良モデ
ル事業者として認定を受けた。社員全員で環境資
源型の組織を目指す。
⑧http : //toyoshigen.hp.gogo.jp/

①兵庫県高砂市荒井町新浜2―9―36
�079―444―0804 �079―444―0806
②金本 哲夫
③ステンレス屑、ニッケル原料、特殊金属原料（チタ
ン屑、タングステン屑、超硬屑、SKH屑、ハイス屑、
SKD屑、ダイス屑、再生塊)、ステンレスパイプの販
売など
④1300㌧
⑤富山営業所（富山県高岡市姫野43―1 �0766―82
―1165）
加古川営業所（兵庫県加古川市尾上町養田255―4
�079―421―0805）
韓国代理店 : GANGIN STEEL(慶北浦項市)
⑦日清鋼業グループの一員として独自のネットワー
クで特殊金属を調達し、きめ細やかな品質管理のも
と、メーカー販売を中心に大型案件にも対応。
⑧http : //www.nisshintokusyu.co.jp/

①兵庫県尼崎市大高洲町5―6
�06―6409―1069 �050―3488―6437
②藤井 伸樹
③アルミ・銅・黄銅・ステンレス・鉛など
④300㌧ ⑤本社工場
⑥プレス機1基、粉砕機2基、アリゲーターシャー1基、
ナゲット加工機1基、トラックスケール、リフト6台
⑦新菱アルミテクノ近畿回収センター内にヤード
を構え、同社から使用済みアルミ缶回収やプレス加
工などの業務を委託されている。銅系やアルミスク
ラップを積極的に集めている。従業員OBなどを中
心にフットサルチーム「カンカンボーイズ」を結成
し、2003年に全日本選手権で準優勝するなど華 し々
い戦績を残している。
⑧http : //www.cancanfujii.net

①兵庫県伊丹市森本8―74―2
�072―770―3582 �072―770―3592
②柳 一根
③アルミ、銅、ステンレス、鉛、鉄、銅滓、金銀滓品、
雑品など
④3500㌧
⑤本社伊丹工場、大阪柏原工場、三重伊賀工場
⑥ベーラー1基、プレス機1基、トラックスケール5基
（40㌧、60㌧、70㌧）、天井クレーン6基、ユンボ3台、
フォークリフト25台、トラック7台
⑦扱い品種が幅広く、数量も小口から大口注文まで
柔軟に対応する。2007年にベーラーシステムを導
入。入出荷の回転率向上により、月間扱い量4000㌧
を目指す。
⑧http : //www.yanagi-metal.co.jp

①大阪府松原市三宅中7―8―6
�072―339―6622 �072―339―6601
②森 規貴
③銅、黄銅、アルミスクラップ、輸出用スクラップな
ど
④300―350㌧ ⑤本社倉庫
⑥電線剥離機2基、切断機2基、リフト2基、天井クレ
ーン2基、40㌧トラック・スケール1基、トラック2台な
ど。
⑦小回りを利かし、大手と差別化したニッチを狙い、
得意の技術力を生かして解体物でもグレード・アッ
プ（加工）して、収益性を高めた上で、伸銅メーカー
や業者に納入する。

①福岡県糸島市多久819―4
�092―321―0395 �092―321―0530
②溝口 鉄雄
③貴金属や特殊金属リサイクル、家電・半導体関連
などレアメタル・レアアースリサイクル、プラント関
連触媒の回収、特殊金属リサイクル方法アドバイザ
ー
④500㌧（鉄スクラップを除く）
⑤および⑥本社倉庫
⑦半導体関連のリサイクルを得意とする。貴金属・
特殊金属回収のアドバイスを行っており、鉄・非鉄
を問わず、仲間業者の相談に応じる。太陽光発電パ
ネルの回収も行っている。

①奈良県葛城市兵家171―1
�0745―48―3731 �0745―48―2869
②寺田 隆一
③電線、ケーブル
⑦被覆電線処理サービス全般、日章式電線処理装
置および諸機械の販売。姉妹会社は日章金属技研
で被覆電線解体処理装置および関連諸機械の開発
および販売を行っている。
⑧http : //www.nissho-k.jp

①大阪市西区南堀江4―3―8
�06―6538―2255 �06―6538―2259
②辻 康夫
③銅・黄銅スクラップ、電気銅
⑤本社
⑥トラックスケール1基、天井クレーン4基、ウォール
クレーン4基、プレス2基、切断機2基など。
⑦製錬、伸銅メーカーなどへの銅・黄銅スクラップ
の安定供給が主軸。プレス、切断などの加工も行う。

①大阪市東住吉区住道矢田8―14―8
�06―6706―3137 �06―6706―3138
②山尾 修
③銅、黄銅、青銅、アルミ、ステンレススクラップな
ど
⑤本社事業所
⑥遠心分離機、天井クレーン、フォークリフト、クレー
ンスケール、4㌧トラック、3㌧トラックなど
⑦工場発生スクラップの引き取り業務を主体とした
原料問屋。伸銅メーカー向けをメーンに納入してい
る。
⑧http : //www.eonet.ne.jp/̃yamasou-brass/
link.html

①大阪市住之江区南港南2―3―44
南港センタービル5階A号室
☎06―4703―4172 �06―4703―4174
②竹内政博
⑤南港Ｅ3・4ヤード
⑥油圧プレス機、放射能検知器、80㌧トラックスケ
ールなど
⑦阪和興業100％出資子会社でステンレススクラッ
プをはじめ、非鉄金属・特殊金属スクラップを取り
扱う。小ロットの入出庫にも対応しており、関西地区
でのスクラップリサイクルビジネスの拡大を目指
す。

①大阪市中央区松屋町6―3
�06―6762―5421 �06―6762―8146
②保井 松雄
③精錬・銅管・伸銅メーカー向け銅・銅合金スクラッ
プおよび貴金属スクラップ
④200㌧
⑤大阪営業所、東京保井ビル
⑥シャーリング、クレーン、分析器
⑦製錬向け原料を中心に、幅広い銅・銅合金・貴金
属スクラップの集荷を目指し、副業として不動産賃
貸による安定収益を進める。

①山口県光市島田6‐1‐8
電話 0833－77－2600 � 0833‐77‐2608
②山﨑康雄
③ステンレス原料および製品 ⑤本社工場
⑥40㌧トラックスケール1基、天井走行クレーン9台、
大型トラック12台、特殊車両11台、卓上型蛍光Ｘ線
分析計1基、携帯型蛍光Ｘ線分析計4基、ＮＣプラズ
マ切断機3基、鋸盤1基など
⑦製鋼原料（ステンレスおよび特殊金属）の販売・
輸出入、鉄鋼二次製品（ステンレス）販売および輸
出

①
本
社
所
在
地
②
代
表
取
締
役（
代
表
）③
事
業
内
容（
扱
い
品
種
）④
月
間
取
扱
量
⑤
事
業
拠
点
⑥
主
な
設
備
⑦
特
色
⑧
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス


