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変化と成長を求め続ける
Enjoy the change of...



産業廃棄物
収集運搬

総合解体 ワンストップ
サービス

産業廃棄物
処理

社会のため、環境のため─。
シオガイグループは、産業廃棄物の資源リサイクル化を目指した業務を、
全国各地で行っています。

従業員とその家族そしてお客様に
社会から喜ばれる価値ある会社になります。

・当社のビジョンを共有できるお客様とより良い関係を構築し、共に力を合わせ社会に貢献する
  また、地域社会に貢献し、環境汚染の予防に努める
・皆の知識や経験を融合し、新しく価値ある事業を立ち上げ、自分達で未来を創り出す

・既存に拘らず常に変化を求め、鉄屑の循環型ビジネスモデルを構築する

・環境ビジネスの変化に対応し、顧客が求めるトータルサービスを提供していく

・今までの枠組みを超え、新たな事業領域を拓き、積極的に取り組み、成長し続ける

Policy

Management Policy

金属
リサイクル
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シオガイグループには つの特徴があります。5
01 半世紀超の実績が生む

ノウハウを活かした提案力

1952 年の創業から培ってきた実績と、多品目の取り扱い許可があるから
こそ、お客様のお悩みに対して、的確な提案をお出しすることを可能にして
います。

02 ワンストップサービスで
一括オーダーを実現！

解体から収運、処分までの煩わしい作業をお電話１本、窓口一つで、私たち
がお引き受けいたします。

03 他所では難しい
処理困難物も引き受け可能！

つくば工場ではＳＳＩ社製の二軸破砕機を導入。なかなか受け入れ先がなく
て困っていた処理困難物を迅速かつ適切に処理することが可能です。

04 電子システムの導入で
お客様の煩雑な負担を軽減

電子契約会社「クラウドサイン」により、来社不要、郵送不要、印紙要らずの
委託契約を推奨しています。締結した企業様からは「やってみると意外と
楽だね」「すごく便利」等、多くの評価をいただいています。

05 グループ展開ならではの
スピーディな対応力

東京、埼玉、千葉、茨城に拠点を構え、拠点間の連携により、お客様の
お悩みに対して、スピーディかつご納得のいただける対応をいたします。

対応の良さ で選ばれ続ける
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産業廃棄物処理
廃棄物とは、不要になり廃棄の対象となったもの及び既に廃棄された無価物で
あり、事業活動に伴って生じる産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物があります。
産業廃棄物は都道府県を超えた広域移動も認められており、事業者自らに責任が
発生します。
産業廃棄物には量的な規定がないことから、個人事業者等の事業規模が小さな
ものから排出される場合や、1 回の排出量が極めて微量な場合であっても、産業
廃棄物に認定されます。

つくば工場では新型破砕機 SSI で処理困難物にも対応しています

廃棄物処理

一般廃棄物処理
一般廃棄物は家庭ごみ以外にも、商店や病院から排出
される紙くずやレストラン等から排出される残飯類も
「一般廃棄物」になります。
市町村の区域内での処理を原則としており、市町村に
対して統括的処理責任があります。当社では、筑西市の
み一般廃棄物の処理を承ります。
※その他の地域はご相談ください。

産業廃棄物収集運搬

一般廃棄物収集運搬
筑西市のみ一般廃棄物の運搬が可能です。　※その他の地域の方はご相談ください。

高い専門性や収集運搬許可が必要となる収集運搬事業をグループならではの連携で、
低コストかつクリーンに行っています。多品目の取り扱いで、全国対応も可能です。
お客様のニーズに合わせた多様な車両を保有しています。

保有車両（一部）
■大型トレーラー　■大型ウィング車　■アームロール車
■増ｔ車　■大型車　■ヒアブ車　■2ｔ車　■ダンプ車

収集運搬

シオガイグループの主な取り扱い許可品目
■廃プラスチック類　■ゴムくず　■金属くず　■がれき類
■紙くず　■木くず　■繊維くず
■ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

事業内容
SERVICE

取り扱い許可品目に関する
詳しい情報はこちらよりご確認ください
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ワンストップサービスご提供フロー
排出業者様（お客様）からのご相談

プロの担当者による現地調査

「さまざまなご要望にお応えできる許可・認証をもとにしたご提案」および
「不要な中間コストを削減した適切なお見積もりの提出」03

産業廃棄物の有効化を目指すシステムを活用した処理事業
金属リサイクルを通して行う安心の資源リサイクル07

01

02

実サービスのスタート（マニフェスト伝票発行）04

内装解体も可能！多様な建築物に対応する総合解体05

法と条例に則った安心＆安全な収集運搬06

ワンストップサービス
シオガイグループはワンストップサービス。
窓口一つで産業廃棄物にかかわるあらゆるご要望に対応します。

総合解体
大型店舗の解体工事からライン解体、倉庫の片付け、犬小屋撤去まで、幅広く
承っております。お見積もりは無料です。まずはご連絡ください。大手企業様と
取引実績のあるシオガイグループが、安心できる工事をご提供いたします。

総合解体に関する詳しい情報はこちらより
ご確認ください

金属リサイクル受け入れ可能品目
■鉄　■アルミ　■ステン　■銅　■被覆線
■真鍮・込真鍮　■砲金　■雑品　etc

金属リサイクル
金属類は、自社で一部破砕・選別し、有価物とその他に分別します。さまざま
なシステムと技術を導入しながら有価物はスクラップ会社等へ売却。これに
よりリサイクルが可能になります。有価物にならない残渣物は最終処分場へ運ぶ
ことで、埋立処分されます。

取り扱い許可品目に関する
詳しい情報はこちらより
ご確認ください

①受け入れ品目に関するご質問には真摯に応対！　         ②リサイクルの工程が管理できる金属リサイクル伝票を発行！
③応相談でスクラップだけでなく鋼材の受け入れも可能！　④一括作業のご依頼で引き取りにも柔軟対応！

シオガイグループの金属リサイクル 4つの特色
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シオガイグループは、資源循環型社会の実現に取り組んでいます。

私たちの社会生活や産業活動において産業廃棄物は常に発生しています。資源リサイクルとは、
これら廃棄物を資源とし、再利用していくということを意味しています。
私たちは、長い間地球の資源を使いすぎてきました。石油や石炭等の地下資源、森林や水産等の
自然資源を消費し、それらの積み重ねが、大気汚染や地球温暖化、資源の枯渇等、現在の環境
問題の原因となっています。

これから先の未来に大切な資源を残すことが、今を生きる私たちの共通の課題となっています。
私たちシオガイグループは、 2006 年 8月に ISO9001、2007 年 1月に ISO14001を取得。
限りある資源を有効に利用するために産業廃棄物の収集運搬から処理に至るまで、法令を遵守
した一貫した管理体制のもと、「資源循環型社会」の実現に取り組み続けています。

2015年9月にニューヨーク国連本部で
開催された「国連持続可能な開発サミット」
において、2030年までの国際目標として
採択されたのが、「SDGs＝持続可能な
開発目標（Sustainable Development
 Goals）」です。

「貧困」「健康と福祉」「教育」「働きがい」
「気候変動」等、17の目標と169のターゲット
で「地球上の誰一人として取り残さない
（leave noone behind）」という誓いの
もとに構成されています。

全拠点で毎週金曜日の朝は周辺清掃を行い、
公共施設のトイレ掃除等も実施しています。小貝
川の河川事務所で毎年行われるクリーン大作戦
（ゴミ拾い）にも参加し、地域の方とのコミュニ
ケーションを大切にしています。

また、営業時間内の持ち込みが困難な方向けに、
金属スクラップの無料回収ＢＯＸを設置しています。

地域密着型の活動

男性が働くイメージが強い業界ですが、シオガイ
グループでは、ドライバー職、営業職に女性従業員
を積極的に採用し、活躍しています。

また、社員の勤労意欲向上を促す試みとして、
永年勤続表彰制度を導入・実施し、健康診断や
予防接種の管理もしております。

性別の区別なく活躍できる
環境づくりを推進

シオガイグループでは、限りある資源を未来に残
すため、法規制に遵守した資源リサイクルを生業
としており、資源循環型社会の実現に貢献して
おります。

今後、ますます資源の重要性が注目されていく
中で、私たちは資源循環型社会の一翼を担える
企業として日々の業務に取り組んでおります。

資源リサイクルと適正な管理で
資源循環型社会を実現

環境への取り組み
ENVIRONMENT

限りある資源の有効活用

シオガイグループのSDGs
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茨城県筑西市中上野 1853
0296-52-2110（代表）

つくば工場│クリーンテックシオガイ（株）

保有特許
■産業廃棄物処分業許可（中間処理）　■一般廃棄物処分業許可（中間処理）
■産業廃棄物収集運搬業許可　　　　■一般廃棄物収集運搬業許可
■第一種フロン類充填回収業者登録
■古物商許可：茨城県（許可番号：401200001234）
■金属くず商許可：茨城県（許可番号：( 筑 ) 第 98 号）

受け入れ可能品目
産業廃棄物の種類：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物除く）、がれき類（石綿含有産業廃棄物除く）
有価物：鉄スクラップ・非鉄金属

東京工場│エスジー（株）

東京都足立区宮城 1-6-15
03-3919-2020（代表）

保有特許
■産業廃棄物処分業許可（中間処理）　■産業廃棄物収集運搬業許可
■第一種フロン類充填回収業者登録
■古物商許可：東京都（許可番号：401270001502）

受け入れ可能品目
産業廃棄物の種類：廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）及び
陶磁器くず、金属くず
有価物：鉄スクラップ・非鉄金属

各拠点へのアクセスはこちら
www.shiogai.com/profile/access

シオガイグループが東京、埼玉、千葉、茨城に構える 6 拠点を設備と合わせてご紹介します。

拠点・設備
FACTORY

埼玉県八潮市西袋 935
048-996-2300（代表）

八潮工場│エスジー（株）

保有特許
■産業廃棄物処分業許可（中間処理）　■産業廃棄物収集運搬業許可
■第一種フロン類充填回収業者登録
■古物商許可：東京都（許可番号：401270001502）

受け入れ可能品目
産業廃棄物の種類：廃プラスチック類（金属くずに付着するものに限る）、ガラスくず・
コンクリートくず（がれき類を除く）及び陶磁器くず（金属くずに付着するものに限る）、
金属くず
有価物：鉄スクラップ・非鉄金属

久喜工場│エスジー（株）

埼玉県久喜市菖蒲町
昭和沼 9-1-5
0480-87-1187（代表）

保有特許
■産業廃棄物処分業許可（中間処理）　■産業廃棄物収集運搬業許可
■第一種フロン類充填回収業者登録
■古物商許可：東京都（許可番号：401270001502）

受け入れ可能品目
産業廃棄物の種類：廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く）
及び陶磁器くず、金属くず
有価物：鉄スクラップ・非鉄金属

茨城県取手市山王 1645
0297-83-2310（代表）

取手工場│エスジー（株）

保有特許
■産業廃棄物収集運搬業許可
■古物商許可：東京都（許可番号：401270001502）
■金属くず商許可：茨城県（許可番号：( 取 ) 第 68 号）
■一般建設業許可　■特定建設業許可

受け入れ可能品目
有価物：鉄スクラップ・非鉄金属

野田工場│（株）風見

千葉県野田市瀬戸 95-91
04-7138-3101（代表）

保有特許
■産業廃棄物処分業許可（中間処理）　■産業廃棄物収集運搬業許可

受け入れ可能品目
産業廃棄物の種類：がれき類（特別管理産業廃棄物であるものを除く）
有価物：鉄スクラップ・非鉄金属
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当社は 1952 年の創業以来、金属スクラップ加工業並びに産業
廃棄物中間処理業を行っております。東京都足立区、埼玉県
八潮市、久喜市、茨城県筑西市、取手市、千葉県野田市に拠点を
置き、法令遵守と適正な管理のもと運営しています。

環境の変化に対応し、常に成長し続けることで地球環境や
地域社会に貢献し、廃棄物のリサイクル率９５％に達した上で
製鉄原料としてメーカーに喜んでもらえる良い製品づくりを
目指してシオガイブランド作りに取り組んでいます。

近年はデジタルシフトにも力を注いでいるほか、従業員への
マスク配布、受付カウンターに消毒液やシールド設置等、新しい
生活様式にも順応しています。

シオガイグループ

Group グループ概要

CONTACT
お電話・メールにて、お気軽にお問い合わせください。

03-3919-3301TEL
Mail : honsya@shiogai.com
https://www.shiogai.com

所在地
TEL
FAX
資本金

従業員数

事業内容

グループ会社

〒120-0047　東京都足立区宮城 1-6-15
03-3919-3301
03-3919-6623
4,000 万円
90 名（グループ全体　2021 年 10 月時点）

1）鉄・非鉄リサイクル業
2）産業廃棄物中間処理業
3）産業廃棄物収集運搬業
4）総合解体業
5）土木建設資材の販売（川砂・再生品）
6）フロン回収業

【クリーンテックシオガイ 株式会社】
　中間処理・収集運搬・鉄リサイクル
【エスジー 株式会社】
　総合解体・中間処理・収集運搬・鉄リサイクル
【株式会社 風見】
　中間処理・収集運搬・土木建設資材の販売

https://www.shiogai.com/reserve/

配車のご予約はホームページから簡単に行えます

配車予約

（代表）




