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ごあいさつ
　現在、我々の住んでいる地球では、環境破壊が進み地球温暖化などの大変
深刻な問題がクローズアップされております。国の政策として「循環型社会構
築」が掲げられ、各種リサイクル法などの廃棄物の再利用へ向けた動きが活発
化しております。
　当社は、そのような背景の中で廃棄物を資源と捉え、顧客満足、遵法の精神、
資源を守る心を経営理念とし、常に進化し続ける企業集団を目指しております。
　静岡県全域はもとより、愛知県東部に合わせて8箇所の中間処分場と、120台
の収集運搬車輌で、迅速・確実・安全にお客様のニーズにお応えいたします。
　我々は、地球環境を創造するブランドとして、当社の事業に誇りを持つと共
に、社会に貢献出来ることを喜びと感じています。
　今後とも、より一層のご指導、お引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

株式会社リサイクルクリーン

代表取締役 藤城 太郎

リサイクルクリーンは、
顧客満足・遵法の精神・資源を守る心を誇りにし、
あらゆる環境変化の中で常に進化し続ける

企業集団を目指します。

● 顧客満足 ●
常にお客様が喜んでくれるサービスを考え提供し続ける。

● 遵法の精神 ●
関係法令を遵守する。法律に背かない。

● 資源を守る心 ●
循環型社会構築へ向けてリサイクル率の向上。

埋立・単純焼却の廃止。

経営理念

太陽光発電は再生可能エネルギーである太陽光を利用する環境に配慮した発電システムです。
桜台工場（浜松市西区）・袋井工場（袋井市村松）の2施設にて、発電モジュール約300枚を屋根
に設置し、太陽光発電を開始しました。
ソーラーフロンティア製の太陽光パネルを使用、各工場50キロワットの出力を予定しています。
今後も再生可能エネルギーの使用を積極的に行っていきます。

太陽光発電　はじまりました！

桜台工場 《2013.02.15開始》

袋井工場 《2013.03.05開始》

桜台工場 《2013.02.15開始》

袋井工場 《2013.03.05開始》

現在の発電量がわかります。 今までの発電量がわかります。

他の物と比較することで、年内の
発電量を把握できます。

一日の発電量の推移を確認。

工場内モニターで発電量を
確認することができます。

パネル枚数　328枚
平均　225kw/h 発電

パネル枚数　332枚
平均　213kw/h 発電

パネル枚数　328枚
平均　225kw/h 発電

パネル枚数　332枚
平均　213kw/h 発電
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平成25年度　経営目標
リサイクル率80％達成（全事業所）

処分料金比率23.5％以下達成

売上げ目標47億円

利益目標4億円
〈数字目標〉

Bio diesel fuel

Solid fuel manufacture 

反応行程 約60分 攪拌 65℃

静置・分離工程 約60分以上 静置 グリセリン除去

メタノール除去工程 約60分以上 攪拌 105℃

不純物除去工程 約60分以上 攪拌 80℃

酸化防止剤 約15分以上 攪拌 80℃以下

仕上げ工程 循環870℃以下バイオチップ
イオン交換樹脂 循環 60℃以下

工程内容（BDF乾式製造工程表）

RPF固形燃料製造設備

バイオディーゼル燃料製造装置

RPF 固形燃料RPF（製品）

1

2

3

4

5

6
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WASTE
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よりよい環境生活を支えるため
幅広い分野でお応えできるよう
産業廃棄物のリサイクルを推進していきます。

委託業務
近隣自治体より可燃ゴミ、不燃
ゴミ、資源物処理の委託を受け
ております。また容器包装リサ
イクル法における自治体指定
保管場所に指定されています。

建物解体
木造からRC造までどんなもの
でも解体します。また発生する
廃材は当社工場でリサイクル、
適正処理されます。
アスベスト対応も万全です。

資源物回収
鉄くず、非鉄金属、新聞、雑誌、ダンボール、オフィス
古紙、廃プラスチック類等を回収します。毎日曜日ご
との廃品回収を小中学校のご依頼で実施していま
す。環境保全のために分別回収のご提案をいたし
ます。機密書類の完全リサイクルも行っています。

一般廃棄物
一般廃棄物を収集運搬しま
す。定期回収、スポット回収な
どを行っています。
（イベント、お祭り、店舗、各事
業所、引越し等）

産業廃棄物
お客様のご依頼を受けて産業
廃棄物を収集運搬し適正処分
します。各種リサイクルBOXの
貸し出し、バラ積み等お客様の
ご要望にお応えします。

自動車解体
お客様のご依頼に敏速に対応いた
します。任せて安心、リサイクル法60
条第1項の自動車解体業許可取得
施設です。事故車から不要車輌まで
お客様のご要望にお応えします。

協同センター［中古車販売］
北遠地区最大級の展示場にて、
良質・お買得な中古車を展示し販
売しています。新車・中古車全メー
カー取り扱い及び高額買取りで、
お客様のご要望にお応えします。

会社概要
●設立／昭和62年
●代表者／藤城太郎
●所在地／静岡県浜松市
　天竜区二俣町二俣41番地
●事業内容／リサイクル関連事
業・産業廃棄物収集運搬処分・
一般廃棄物収集運搬・資源回
収・清掃業・解体業・自動車解体・
中古車販売・宅地建物取引業
●従業員数／350名
●年間売上／46億円
●資本金／8,200万円

イベント等で企業内容をご紹介しています。

静岡県環境・森林フェア出展静岡県環境・森林フェア出展

はままつメッセ
出展

循環型経済社会の一助となるべく、このようなイベントを通じ弊社が廃棄物を運
搬から処分までどのように処理しリサイクルしているか、概要をわかりやすく説明
し、実演をしています。このような活動をすることにより、企業及び一般市民の地
球環境保護の意識がよりいっそう高まり、次世代の環境に繋がると信じ、これから
も積極的に活動をおこなって行きます。又、近年騒がれている個人情報保護法に
対応する機密書類の処理方法（ゼロエミッション）も説明をしています。

その他、様々なイベントにも積極的に参加しています。
森林保護活動の一環としてプレンティアの森
（NPO法人）に協賛し、活動にも参加をしています。
プレンティアの森とは、山を整備し落葉樹の苗木を
育て山に植樹し山全体を育てていくという活動で
す。次世代にきれいな環境を残したいという思いか
ら活動に参加をしています。

廃食油を買取り回収して精成、乾式製造にてBDF燃料を製造しております。

固形燃料化事業は桜台工場、大川工場の2工場で対応しております。

リサイクル率 100％を目指した取組
バイオディーゼル燃料

RPF(固形燃料）製造

学校給食等の公共施設、食堂、飲食業等のお客様から使い終
わった廃食油を買取り回収を行っております。廃食油は精成し、
BDF燃料を製造しています。自社の車輌にて使用しています。

ＩＳＯ、エコアクション、ゼロエミッション対応でご検討の方へ、廃プラスチッ
ク類、紙くず、木くず、繊維くず等のリサイクル方法として当社では破砕成
型機による固形燃料化事業を行っており、完成したRPF（固形燃料）を
販売しています。桜台工場、大川工場の2工場で対応しております。
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充実の処理技術と最新の設備で
廃棄物の100％再利用をめざしています。

袋井工場

　産業廃棄物処理施設の中でも、設置許可対象施設にあたり、この設置許可をクリアするとともに地域に貢
献するためにも環境アセスメント（環境調査）を実施し、地域環境の保全に対応する施設を完成させました。また、
環境保全の一環として、雨水排水及び生活排水の水質検査を実施しています。
　廃棄物に雨水があたることでの汚染排水などを出す危険を避けるために、全作業工程を屋内で行える施設
としました。これにより廃棄物の雨水との接触、風による飛散等が一切ありません。

自動選別ライン 大型破砕機 バリラ 監視モニター バグフィルタ・サイクロン

所在地　静岡県袋井市村松1567‐1
TEL.（0538）44‐5500

※FRP船リサイクルシステム広域認定事業所

敷地面積
建物面積
主 業 務
設 備

備　　考

19,372㎡
工場棟4,309㎡、事務棟285㎡
産産業廃棄物中間処理（破砕、圧縮、切断、溶融固化）
機械式自動選別、精製ライン、破砕機2基、切断機、
発泡スチロール溶融機、ベーラープレス1基、粉塵防止ミストシャワー
自動選別ライン（風力、振動篩、磁力、比重差）

受入 受入展開ヤード

単品破砕物

予備ヤード

外部投入ホッパ

振動スクリーン

廃プラ 紙 木くず 繊維くず 鉄くず 非鉄金属

磁選機

風力選別・振動スクリーン
VE410C型

低比重物→
（40mm以上）

高比重物　
（2～40mm以上）

　高比重
（1～1.5mm以上）

低比重物

バグフィルタ

大気開放←

シュレッダ
SP350K型

バグフィルタ サイクロン

集塵ダスト

集塵ダスト

エアコンプレッサ

大気開散

コンプレストエア

振動プレートフィーダ
VF410D型

異物除去

破砕困難物
（緊急ストックヤード）

アンダサイズ
（0̃25mm）

ミスト噴霧装置

オーバサイズ
（25mm̃）

重機投入 重機投入

二輪解砕機
SG200F型

（10～40mm）

アンダサイズ
（0～2mm）

トライソマット
スクリーン

トライソマット
スクリーン

定量供給機

ファン

ファインセパレータ
VS1500H型

（40mm以上）

低比重物
（大）

高比重物
（2～40mm）

高比重物

ドラム磁選機

鉄

非鉄金属 鉄くず 低比重物
（小）

低比重物
（中）

高比重物
（0̃2mm）

12mm

3mm

工場施設のご案内

圧縮梱包機

［廃掃法15条設置許可施設］

再生砂 再生砕石 金属くず ダスト 可燃物

路盤材

金属類

製鋼原料

廃プラスチック

樹脂原料・セメント原料

紙くず

燃料・セメント原料

ダンボール

製紙原料

木くず

製紙原料・燃料

繊維くず

ウエス原料・燃料

プラスターボード

ボード原料・燃料

路盤材 製鋼原料 セメント原料 燃料・セメント原料

風力選別・振動スクリーン VE410C型
アルミ選別

自動排出型吊下げ式磁選機（永磁式）

トライソマットスクリーン VJ0836A型

エプロンコンベア（移送用）

ファインセパレーター VS1500H型

自動排出型吊下げ式磁選機（永磁式）

振動スクリーンW1300×5000型

エプロンコンベア（投入用）

二軸解砕機
SG200F型

集塵用サイクロン

低比重物（大）

圧縮梱包機
べーラ

低比重物（中）
低比重物（小）

鉄くず非鉄金属
高比重物
（0～2）

非鉄金属
鉄くず
繊維くず

木くず
紙
廃プラ

高比重物
（2～40）

低比重物（大）

圧縮梱包機
べーラ

低比重物（中）
低比重物（小）

鉄くず非鉄金属
高比重物
（0～2）

非鉄金属
鉄くず
繊維くず

木くず
紙
廃プラ

高比重物
（2～40）

破砕困難物
（緊急ストックヤード）

予備ヤード
（緊急ストックヤード）

ミスト噴霧装置
（防塵対策）

バグフィルタ（集塵機）

エプロンコンベア
（排出用）

シュレッダ SP350K型
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INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT

充実の処理技術と最新の設備で
廃棄物の100％再利用をめざしています。

袋井工場

　産業廃棄物処理施設の中でも、設置許可対象施設にあたり、この設置許可をクリアするとともに地域に貢
献するためにも環境アセスメント（環境調査）を実施し、地域環境の保全に対応する施設を完成させました。また、
環境保全の一環として、雨水排水及び生活排水の水質検査を実施しています。
　廃棄物に雨水があたることでの汚染排水などを出す危険を避けるために、全作業工程を屋内で行える施設
としました。これにより廃棄物の雨水との接触、風による飛散等が一切ありません。

自動選別ライン 大型破砕機 バリラ 監視モニター バグフィルタ・サイクロン

所在地　静岡県袋井市村松1567‐1
TEL.（0538）44‐5500

※FRP船リサイクルシステム広域認定事業所

敷地面積
建物面積
主 業 務
設 備

備　　考

19,372㎡
工場棟4,309㎡、事務棟285㎡
産産業廃棄物中間処理（破砕、圧縮、切断、溶融固化）
機械式自動選別、精製ライン、破砕機2基、切断機、
発泡スチロール溶融機、ベーラープレス1基、粉塵防止ミストシャワー
自動選別ライン（風力、振動篩、磁力、比重差）

受入 受入展開ヤード

単品破砕物

予備ヤード

外部投入ホッパ

振動スクリーン

廃プラ 紙 木くず 繊維くず 鉄くず 非鉄金属

磁選機

風力選別・振動スクリーン
VE410C型

低比重物→
（40mm以上）

高比重物　
（2～40mm以上）

　高比重
（1～1.5mm以上）

低比重物

バグフィルタ

大気開放←

シュレッダ
SP350K型

バグフィルタ サイクロン

集塵ダスト

集塵ダスト

エアコンプレッサ

大気開散

コンプレストエア

振動プレートフィーダ
VF410D型

異物除去

破砕困難物
（緊急ストックヤード）

アンダサイズ
（0̃25mm）

ミスト噴霧装置

オーバサイズ
（25mm̃）

重機投入 重機投入

二輪解砕機
SG200F型

（10～40mm）

アンダサイズ
（0～2mm）

トライソマット
スクリーン

トライソマット
スクリーン

定量供給機

ファン

ファインセパレータ
VS1500H型

（40mm以上）

低比重物
（大）

高比重物
（2～40mm）

高比重物

ドラム磁選機

鉄

非鉄金属 鉄くず 低比重物
（小）

低比重物
（中）

高比重物
（0̃2mm）

12mm

3mm

工場施設のご案内

圧縮梱包機

［廃掃法15条設置許可施設］

再生砂 再生砕石 金属くず ダスト 可燃物

路盤材

金属類

製鋼原料

廃プラスチック

樹脂原料・セメント原料

紙くず

燃料・セメント原料

ダンボール

製紙原料

木くず

製紙原料・燃料

繊維くず

ウエス原料・燃料

プラスターボード

ボード原料・燃料

路盤材 製鋼原料 セメント原料 燃料・セメント原料

風力選別・振動スクリーン VE410C型
アルミ選別

自動排出型吊下げ式磁選機（永磁式）

トライソマットスクリーン VJ0836A型

エプロンコンベア（移送用）

ファインセパレーター VS1500H型

自動排出型吊下げ式磁選機（永磁式）

振動スクリーンW1300×5000型

エプロンコンベア（投入用）

二軸解砕機
SG200F型

集塵用サイクロン

低比重物（大）

圧縮梱包機
べーラ

低比重物（中）
低比重物（小）

鉄くず非鉄金属
高比重物
（0～2）

非鉄金属
鉄くず
繊維くず

木くず
紙
廃プラ

高比重物
（2～40）

低比重物（大）

圧縮梱包機
べーラ

低比重物（中）
低比重物（小）

鉄くず非鉄金属
高比重物
（0～2）

非鉄金属
鉄くず
繊維くず

木くず
紙
廃プラ

高比重物
（2～40）

破砕困難物
（緊急ストックヤード）

予備ヤード
（緊急ストックヤード）

ミスト噴霧装置
（防塵対策）

バグフィルタ（集塵機）

エプロンコンベア
（排出用）

シュレッダ SP350K型
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INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT

工場施設のご案内

大川工場

工場内部全景圧縮梱包機選別ライン 破砕・溶融固化機

所在地　静岡県浜松市天竜区大川458‐4
TEL.（053）922‐2555

敷地面積
建物面積

主 業 務
設 備

備　　考

15，331㎡（4,637坪）
工場棟①1，718㎡（519坪） 工場棟②200㎡（60坪）　
事務棟447㎡（135坪）
産業廃棄物中間処理（破砕、圧縮、溶融固化）
選別機、破砕機（1軸）、溶融固化機、圧縮梱包機、
粉塵防止ミストシャワー
近隣市町村容器包装リサイクル法指定保管場所

受入 受入展開ヤード

単品破砕物

予備ヤード

外部投入ホッパ

振動スクリーン

廃プラ 紙 木くず 繊維くず 鉄くず 非鉄金属

磁選機

風力選別・振動スクリーン
VE410C型

低比重物→
（40mm以上）

高比重物　
（2～40mm以上）

　高比重
（1～1.5mm以上）

低比重物

バグフィルタ

大気開放←

シュレッダ
SP350K型

バグフィルタ サイクロン

集塵ダスト

集塵ダスト

エアコンプレッサ

大気開散

コンプレストエア

振動プレートフィーダ
VF410D型

異物除去

破砕困難物
（緊急ストックヤード）

アンダサイズ
（0̃25mm）

ミスト噴霧装置

オーバサイズ
（25mm̃）

重機投入 重機投入

二輪解砕機
SG200F型

（10～40mm）

アンダサイズ
（0～2mm）

トライソマット
スクリーン

トライソマット
スクリーン

定量供給機

ファン

ファインセパレータ
VS1500H型

（40mm以上）

低比重物
（大）

高比重物
（2～40mm）

高比重物

ドラム磁選機

鉄

非鉄金属 鉄くず 低比重物
（小）

低比重物
（中）

高比重物
（0̃2mm）

12mm

3mm

室内型産業廃棄物処理施設
［廃掃法15条設置許可施設］ 岡部工場

所在地　静岡県藤枝市岡部町宮島963
TEL.（054）668‐1155

敷地面積　9,606㎡（2,911坪）
建物面積 工場棟①/1,428㎡（433坪）、
 工場棟②/1,380㎡（418坪）、事務棟/442㎡（134坪）
事業内容 産業廃棄物中間処分(破砕・圧縮）
設　　備　選別機、破砕機（2軸）、破砕機（シュレッダ）、圧縮梱包機、粉塵防止ミストシャワー
備　　考 自動選別ライン（風力、振動篩、磁力、比重差）

室内型産業廃棄物処理施設
［廃掃法15条設置許可施設］

自動選別ライン 自動選別ライン圧縮梱包機選別ライン

ファインセパレータ VS20F型（精選機）
自動排出型吊下げ式磁選機（永磁式）

風力選別・振動スクリーン VL305H型
トライソマットスクリーン VJ0836A型

集塵用サイクロン

がれき（2～40）

緊急時
排出物

金属くず（非鉄）
金属くず

木くず
紙くず・繊維くず

廃プラ類

がれき（0～2）
金属くず

可燃物（紙・木・繊維くず）

がれき（2～40）

緊急時
排出物

金属くず（非鉄）
金属くず

木くず
紙くず・繊維くず

廃プラ類

がれき（0～2）
金属くず

可燃物（紙・木・繊維くず）

操作室

バグフィルタ（集塵機）

シュレッダ
SP200M型

振動スクリーンW1300×5000型

エプロンコンベア（投入用）

ミスト噴霧装置（防塵対策）
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INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT

工場施設のご案内

大川工場

工場内部全景圧縮梱包機選別ライン 破砕・溶融固化機

所在地　静岡県浜松市天竜区大川458‐4
TEL.（053）922‐2555

敷地面積
建物面積

主 業 務
設 備

備　　考

15，331㎡（4,637坪）
工場棟①1，718㎡（519坪） 工場棟②200㎡（60坪）　
事務棟447㎡（135坪）
産業廃棄物中間処理（破砕、圧縮、溶融固化）
選別機、破砕機（1軸）、溶融固化機、圧縮梱包機、
粉塵防止ミストシャワー
近隣市町村容器包装リサイクル法指定保管場所

受入 受入展開ヤード

単品破砕物

予備ヤード

外部投入ホッパ

振動スクリーン

廃プラ 紙 木くず 繊維くず 鉄くず 非鉄金属

磁選機

風力選別・振動スクリーン
VE410C型

低比重物→
（40mm以上）

高比重物　
（2～40mm以上）

　高比重
（1～1.5mm以上）

低比重物

バグフィルタ

大気開放←

シュレッダ
SP350K型

バグフィルタ サイクロン

集塵ダスト

集塵ダスト

エアコンプレッサ

大気開散

コンプレストエア

振動プレートフィーダ
VF410D型

異物除去

破砕困難物
（緊急ストックヤード）

アンダサイズ
（0̃25mm）

ミスト噴霧装置

オーバサイズ
（25mm̃）

重機投入 重機投入

二輪解砕機
SG200F型

（10～40mm）

アンダサイズ
（0～2mm）

トライソマット
スクリーン

トライソマット
スクリーン

定量供給機

ファン

ファインセパレータ
VS1500H型

（40mm以上）

低比重物
（大）

高比重物
（2～40mm）

高比重物

ドラム磁選機

鉄

非鉄金属 鉄くず 低比重物
（小）

低比重物
（中）

高比重物
（0̃2mm）

12mm

3mm

室内型産業廃棄物処理施設
［廃掃法15条設置許可施設］ 岡部工場

所在地　静岡県藤枝市岡部町宮島963
TEL.（054）668‐1155

敷地面積　9,606㎡（2,911坪）
建物面積 工場棟①/1,428㎡（433坪）、
 工場棟②/1,380㎡（418坪）、事務棟/442㎡（134坪）
事業内容 産業廃棄物中間処分(破砕・圧縮）
設　　備　選別機、破砕機（2軸）、破砕機（シュレッダ）、圧縮梱包機、粉塵防止ミストシャワー
備　　考 自動選別ライン（風力、振動篩、磁力、比重差）

室内型産業廃棄物処理施設
［廃掃法15条設置許可施設］

自動選別ライン 自動選別ライン圧縮梱包機選別ライン

ファインセパレータ VS20F型（精選機）
自動排出型吊下げ式磁選機（永磁式）

風力選別・振動スクリーン VL305H型
トライソマットスクリーン VJ0836A型

集塵用サイクロン

がれき（2～40）

緊急時
排出物

金属くず（非鉄）
金属くず

木くず
紙くず・繊維くず

廃プラ類

がれき（0～2）
金属くず

可燃物（紙・木・繊維くず）

がれき（2～40）

緊急時
排出物

金属くず（非鉄）
金属くず

木くず
紙くず・繊維くず

廃プラ類

がれき（0～2）
金属くず

可燃物（紙・木・繊維くず）

操作室

バグフィルタ（集塵機）

シュレッダ
SP200M型

振動スクリーンW1300×5000型

エプロンコンベア（投入用）

ミスト噴霧装置（防塵対策）
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回収システムから処理までの流れ

【紙くず】
製紙原料

【がれき類】
再生骨材・砕石

【ガラスくず及び陶磁器くず】
再生骨材

ボード原料（廃石膏ボード）
再生砂

【金属くず】
製鋼原料

【繊維くず】
ウエス原料

【廃プラスチック類】
再生プラスチック原料
ボイラー燃料
RPF

【木くず】
燃料チップ
製紙チップ

【紙くず】
製紙原料

【がれき類】
再生骨材・砕石

【ガラスくず及び陶磁器くず】
再生骨材

ボード原料（廃石膏ボード）
再生砂

【金属くず】
製鋼原料

【繊維くず】
ウエス原料

【廃プラスチック類】
再生プラスチック原料
ボイラー燃料
RPF

【木くず】
燃料チップ
製紙チップ

破砕・溶融固化機
【 破 砕 】
【 圧 縮 】
【溶融固化】
【改質固化】
［ 切 断 ］
［破砕成形］

収集運搬から中間処分、再利用まで

リサイクルクリーン産業廃棄物処理フローリサイクルクリーン産業廃棄物処理フロー

収集運搬から中間処分、再利用まで収集運搬から中間処分、再利用まで

排 出 事 業 者

収　集　運　搬

圧縮梱包機

選別ライン

自動選別ライン

破砕・溶融固化機

圧縮梱包機

選別ライン

自動選別ライン

中　間　処　理

廃棄物再利用

INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT

敷地面積
建物面積
事業内容
設 備

備　　考

6,260㎡（1,897坪）
2,250㎡（681坪）
産業廃棄物の固形燃料化（RPF）、中間処理（破砕、破砕成形）
選別ライン、三軸破砕機、RPF製造ライン（全工程）
トラックスケール、粉塵防止ミストシャワー
旧浜松地域で唯一となる設置許可対象の大型施設

工場施設のご案内

桜台工場

RPF（製品）RPF固形燃料製造設備ストックヤード 選別ライン

所在地　静岡県浜松市西区桜台5‐9‐16
TEL.（053）430‐5666

室内型産業廃棄物処理施設
［廃掃法15条設置許可施設］

RPF
とは

Refuse Plastic and paper Fuelの略。産業廃棄物である廃プラスチック類や紙くず等を原料とし、石炭より
も高い熱量6000～7000キロカロリーが特徴。家庭の可燃ごみから製造されるRDF（Refuse Derived Fuel）
とは異なり、貯留中に腐敗して可燃性ガスが発生するおそれはなく取扱いが容易です。

RPF製造工程

一次
破砕

磁力
選別

二次
破砕

風力
選別 成形

原料となる廃棄物を、加工・製
造しやすいよう大まかに破
砕。強力な刃は木造住宅の柱
も噛み込む。処理能力は1時
間当り廃プラスチック類で4
トン。三軸スクリュー対向式
大型破砕機が対象物を幅
50mm、長さ170mmに剪
断する。

燃料の原材料にならない鉄
を除去。吊り上げられた永久
磁石は、30cm先のスチール
飲料缶を吸い寄せる。選別さ
れた鉄は、貴重な資源として
再生原料に利用される。

原料を燃料に成形できる大
きさへ更に破砕。鋭い2つの
大きな刃がきっちりと噛み込
む。1時間当り1.5トンの処理
能力。二軸剪断式破砕機が幅
20mm長さ40mmに加工
する。

燃料に適さない金属などを
除去。秒速8～13m程度の
強風に向けて原料を落とし、
飛ぶものを燃料に選別。風を
シロッコファンで発生させ、密
閉された大型の箱の外には
漏れない構造となっている。

バラバラの状態の原料をチョ
ーク状の固形燃料に加工。水
平におかれた金属盤に直径
15mmの穴が無数に空いて
おり、そこに原料を石臼のよ
うにすり込ませて燃料を成
形。石炭にまさる熱量を持っ
た長さ30～40mmの固形
燃料を1日12トン製造する。
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回収システムから処理までの流れ

【紙くず】
製紙原料

【がれき類】
再生骨材・砕石

【ガラスくず及び陶磁器くず】
再生骨材

ボード原料（廃石膏ボード）
再生砂

【金属くず】
製鋼原料

【繊維くず】
ウエス原料

【廃プラスチック類】
再生プラスチック原料
ボイラー燃料
RPF

【木くず】
燃料チップ
製紙チップ

【紙くず】
製紙原料

【がれき類】
再生骨材・砕石

【ガラスくず及び陶磁器くず】
再生骨材

ボード原料（廃石膏ボード）
再生砂

【金属くず】
製鋼原料

【繊維くず】
ウエス原料

【廃プラスチック類】
再生プラスチック原料
ボイラー燃料
RPF

【木くず】
燃料チップ
製紙チップ

破砕・溶融固化機
【 破 砕 】
【 圧 縮 】
【溶融固化】
【改質固化】
［ 切 断 ］
［破砕成形］

収集運搬から中間処分、再利用まで

リサイクルクリーン産業廃棄物処理フローリサイクルクリーン産業廃棄物処理フロー

収集運搬から中間処分、再利用まで収集運搬から中間処分、再利用まで

排 出 事 業 者

収　集　運　搬

圧縮梱包機

選別ライン

自動選別ライン

破砕・溶融固化機

圧縮梱包機

選別ライン

自動選別ライン

中　間　処　理

廃棄物再利用

INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT
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静岡県を中心に、愛知県東部までをカバー。
迅速な対応と確実な処理を両立させています。

工場・営業所のご案内

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣42‐1
TEL.（053）925‐1366

敷地面積／5,441㎡（1,645坪）
建物面積／1,105㎡（335坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（破砕、圧縮、石膏ボード破砕分離）
設　　備／選別機、破砕機（2軸）、圧縮プレス機、
　　　　　石膏ボード破砕分離機

第一工場
廃石膏ボードを破砕分離機で紙と粉に分離･再資源化していま
す。金属くずはプレス圧縮して、再資源化しています。
ボックスで回収した廃棄物を分別し2軸式破砕機で破砕・減量し
ています。

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣20‐1
TEL.（053）926‐3627

敷地面積／2,157㎡（652坪）
建物面積／132㎡（40坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（破砕）
設　　備／選別機、破砕機（2軸）

第二工場
ボックスで回収した廃棄物を分別し2軸式破砕機で破砕・減量し
ています。処理後、再資源化できるものはリサイクル先へ売却し
ています。

静岡県浜松市浜北区上島2345‐288
TEL.（053）580‐5655

敷地面積／2,575㎡（780坪）
建物面積／1,961㎡（594坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（圧縮、破砕）
設　　備／選別機、圧縮梱包機、破砕機（2軸）
　　　　　粉塵防止ミストシャワー
●BDF製造プラント併設

浜北工場
作業は建屋内で行われ、出入り口には電動シートシャッター、埃止
めにミストシャワーを設置しています。圧縮処理後、再資源化品を
有価物として売却しいてます。

静岡県磐田市大久保729‐1
TEL.（0538）38‐2851

敷地面積／6,580㎡（1,994坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（破砕・破砕・改質固化）
　　　　　再生砕石販売
設　　備／破砕機（2軸）、破砕機（ジョークラッシャー）
　　　　　汚泥改質固化機

磐田工場
約1,994坪の敷地内でコンクリートがらの受入れ、県土木事務所
認定の再生砕石0～40として販売、並びに建設汚泥のリサイクル
処理、及び廃プラスチック他の破砕処理も行っています。
大型ダンプでの配達・引取もお気軽にお問い合せ下さい。
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静岡県を中心に、愛知県東部までをカバー。
迅速な対応と確実な処理を両立させています。

当社では、静岡県に8箇所の中間処理工場を稼動させています。
また、自動車解体部門、中古車販売の協同センターを開設しさらなる幅広い対応を可能としました。
お客様より排出される廃棄物を「資源物」と考え、各工場の特徴を生かしリサイクル率の向上に努めており
ます。工場見学も随時行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

工場・営業所のご案内

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣42‐1
TEL.（053）925‐1366

敷地面積／5,441㎡（1,645坪）
建物面積／1,105㎡（335坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（破砕、圧縮、石膏ボード破砕分離）
設　　備／選別機、破砕機（2軸）、圧縮プレス機、
　　　　　石膏ボード破砕分離機

第一工場
廃石膏ボードを破砕分離機で紙と粉に分離･再資源化していま
す。金属くずはプレス圧縮して、再資源化しています。
ボックスで回収した廃棄物を分別し2軸式破砕機で破砕・減量し
ています。

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣20‐1
TEL.（053）926‐3627

敷地面積／2,157㎡（652坪）
建物面積／132㎡（40坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（破砕）
設　　備／選別機、破砕機（2軸）

第二工場
ボックスで回収した廃棄物を分別し2軸式破砕機で破砕・減量し
ています。処理後、再資源化できるものはリサイクル先へ売却し
ています。

静岡県浜松市浜北区上島2345‐288
TEL.（053）580‐5655

敷地面積／2,575㎡（780坪）
建物面積／1,961㎡（594坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（圧縮、破砕）
設　　備／選別機、圧縮梱包機、破砕機（2軸）
　　　　　粉塵防止ミストシャワー
●BDF製造プラント併設

浜北工場
作業は建屋内で行われ、出入り口には電動シートシャッター、埃止
めにミストシャワーを設置しています。圧縮処理後、再資源化品を
有価物として売却しいてます。

静岡県磐田市大久保729‐1
TEL.（0538）38‐2851

敷地面積／6,580㎡（1,994坪）
主 業 務／産業廃棄物中間処分（破砕・破砕・改質固化）
　　　　　再生砕石販売
設　　備／破砕機（2軸）、破砕機（ジョークラッシャー）
　　　　　汚泥改質固化機

磐田工場
約1,994坪の敷地内でコンクリートがらの受入れ、県土木事務所
認定の再生砕石0～40として販売、並びに建設汚泥のリサイクル
処理、及び廃プラスチック他の破砕処理も行っています。
大型ダンプでの配達・引取もお気軽にお問い合せ下さい。

静岡県浜松市東区西ヶ崎町1000‐1
TEL.（053）433‐6211

敷地面積／3,280㎡（994坪）
建物面積／1,802㎡（546坪）
主 業 務／一般廃棄物収集運搬業（浜松市）
 　製紙原料問屋業
 　一般廃棄物積替え保管場所（ビン・缶・ペットボトル）

浜松営業所
一般廃棄物・資源物の収集運搬を行っています。
浜松市の一般廃棄物（資源物）の積替え保管場所となっています。

静岡県浜松市北区都田町9321‐8
TEL.（053）428-4001

敷地面積／5,193.81㎡（1,574坪）
建物面積／298.83㎡（91坪）
主 業 務／自動車解体、リサイクル部品輸出・販売、
 　中古車販売（トラック）
設　　備／35tクレーン、フォークリフト（4台）、
 　フロンガス回収機材（4台）［第1種・第2種］

自動車解体部
使用済み車輌からリサイクル部品を取外し、鉄屑・廃棄物等に分別解体をし
てリサイクル部品は海外販売・国内販売、鉄屑は再資源化、廃棄物は適正
処分しています。環境面ではフロンガスの破壊処分をしています。（家庭用エ
アコン・業務用エアコン・その他第1種特定フロン回収作業もしています。）

静岡県浜松市浜北区於呂4000‐1
TEL.（053）583-1210

敷地面積／1,366.73㎡（414坪）
主 業 務／各メーカー新車・中古車販売、車検・点検、鈑金、
 　無料査定、現金買取、オークション代行、
 　損保ジャパン代理店、楽天KC、
 　オリコオートローン取扱

協同センター
常時50台の中古車在庫を取り揃え、各種業務を行っています。
地域密着、安心、信頼を心掛け、お客様の車選びから、アフターま
でサポートします。

http://www.kyodocenter.shop-site.jp/
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エコアクション21の認証を取得。
「安全・迅速・確実」を実践し、
お客様のニーズに応えます。

業務内容のご紹介

INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT

産業廃棄物
収集運搬

120台以上の収集運搬車輌で「安全・迅速・確実」をモッ
トーに作業します。ご依頼後24時間以内にお伺いします。

一般廃棄物
収集運搬

家庭系・事業系の一般廃棄物を定期収集しています。
片付け・引っ越しのご相談にも応じます。

一般廃棄物
処理業務委託

浜松市より委託を受けて可燃物・不燃物・資源ゴミなど
の収集を行っています。

産業廃棄物
中間処分

8箇所の中間処理施設で確実に適正処理しています。

資源物回収

鉄くず・非鉄金属・紙くず・廃プラスチック類などの資源物
を回収してリサイクルしています。小・中学校、自治体より
の集団回収も行っております。

再生砕石販売

静岡県承認の再生砕石を販売しています。

一般土木工事

造成工事、舗装工事などの土木工事を行っています。

建物解体工事

物置から鉄筋コンクリートのビルまでどんな解体工事もお
任せください。
建設リサイクル法に沿った適正処分で対応します。

●産業廃棄物収集運搬取扱品目

建設汚泥
リサイクル

建設系の汚泥を改質固化し、盛土材として販売しており
ます。

医療系廃棄物

静岡県医師会の認定適正収集運搬業者として登録されております。
静岡県西部地区を中心に感染性廃棄物、非感染性廃棄物の回収を
当社の保冷車にて行います。電子マニフェストにも対応しております。

資源物回収
BOX設置

機密書類
リサイクル

施錠された車輌で運搬します。綴じ紐、金属バインダーの
付いたまま、完全リサイクルをします。溶解証明書を発行
します。

建物清掃管理

新築引渡し前の室内清掃、アパート退去時の清掃などを
行っています。

● 廃プラスチック類 ● がれき類 ● ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ● 金属くず ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず ● 燃え殻
● 汚泥 ● 廃油 ● ばいじん ● 鉱さい ● 動植物性残さ ● 廃酸 ● 廃アルカリ ● ゴムくず

●特別管理産業廃棄物収集運搬取扱品目
● 引火性廃油 ● 感染性産業廃棄物

●産業廃棄物中間処理品目
●破砕 ● 廃プラスチック類 ● がれき類 ● ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ● 金属くず ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず

●溶融固化 ● 廃プラスチック類 ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず　　●圧縮 ● 廃プラスチック類 ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず ● 金属くず

●改質固化 ● 汚泥　　●切断 ● 廃プラスチック類 ● 繊維くず　　●破砕成形 ● 廃プラスチック類 ● 紙くず ● 木くず ● 繊維くず

●廃棄物取扱許可内容
●産業廃棄物収集運搬業許可 ● 静岡県 ● 愛知県 ● 三重県 ● 山口県 ● 滋賀県
●特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 ● 静岡県  ● 豊橋市
●産業廃棄物処分業許可（破砕・溶融固化・圧縮・改質固化・切断・破砕成形） ● 静岡県 ● 浜松市
●一般廃棄物収集運搬業許可 ● 浜松市 ● 磐田市 ● 袋井市 ● 森町 ● 掛川市 ● 御前崎市 ● 藤枝市
●容器包装リサイクル法市町村指定保管場所一般廃棄物収集業務委託 ● 浜松市

リサイクル推進のため他社のご協力を得て設置しました!! 
土地の有効利用、集客効果も期待でき、ご協力いただきま
した企業様にもご利用いただく皆様にも喜んでいただいて
おります。
設置の検討をいただく際はお気軽にお問い合わせ下さい！

土地の有効利用 集客効果
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エコアクション21の認証を取得。
「安全・迅速・確実」を実践し、
お客様のニーズに応えます。

業務内容のご紹介

INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT

産業廃棄物
収集運搬

120台以上の収集運搬車輌で「安全・迅速・確実」をモッ
トーに作業します。ご依頼後24時間以内にお伺いします。
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収集運搬

家庭系・事業系の一般廃棄物を定期収集しています。
片付け・引っ越しのご相談にも応じます。
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浜松市より委託を受けて可燃物・不燃物・資源ゴミなど
の収集を行っています。

産業廃棄物
中間処分

8箇所の中間処理施設で確実に適正処理しています。

資源物回収

鉄くず・非鉄金属・紙くず・廃プラスチック類などの資源物
を回収してリサイクルしています。小・中学校、自治体より
の集団回収も行っております。

再生砕石販売

静岡県承認の再生砕石を販売しています。

一般土木工事

造成工事、舗装工事などの土木工事を行っています。

建物解体工事

物置から鉄筋コンクリートのビルまでどんな解体工事もお
任せください。
建設リサイクル法に沿った適正処分で対応します。

●産業廃棄物収集運搬取扱品目

建設汚泥
リサイクル

建設系の汚泥を改質固化し、盛土材として販売しており
ます。

医療系廃棄物

静岡県医師会の認定適正収集運搬業者として登録されております。
静岡県西部地区を中心に感染性廃棄物、非感染性廃棄物の回収を
当社の保冷車にて行います。電子マニフェストにも対応しております。

資源物回収
BOX設置

機密書類
リサイクル

施錠された車輌で運搬します。綴じ紐、金属バインダーの
付いたまま、完全リサイクルをします。溶解証明書を発行
します。

建物清掃管理

新築引渡し前の室内清掃、アパート退去時の清掃などを
行っています。

● 廃プラスチック類 ● がれき類 ● ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ● 金属くず ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず ● 燃え殻
● 汚泥 ● 廃油 ● ばいじん ● 鉱さい ● 動植物性残さ ● 廃酸 ● 廃アルカリ ● ゴムくず

●特別管理産業廃棄物収集運搬取扱品目
● 引火性廃油 ● 感染性産業廃棄物

●産業廃棄物中間処理品目
●破砕 ● 廃プラスチック類 ● がれき類 ● ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ● 金属くず ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず

●溶融固化 ● 廃プラスチック類 ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず　　●圧縮 ● 廃プラスチック類 ● 木くず ● 紙くず ● 繊維くず ● 金属くず

●改質固化 ● 汚泥　　●切断 ● 廃プラスチック類 ● 繊維くず　　●破砕成形 ● 廃プラスチック類 ● 紙くず ● 木くず ● 繊維くず

●廃棄物取扱許可内容
●産業廃棄物収集運搬業許可 ● 静岡県 ● 愛知県 ● 三重県 ● 山口県 ● 滋賀県
●特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 ● 静岡県  ● 豊橋市
●産業廃棄物処分業許可（破砕・溶融固化・圧縮・改質固化・切断・破砕成形） ● 静岡県 ● 浜松市
●一般廃棄物収集運搬業許可 ● 浜松市 ● 磐田市 ● 袋井市 ● 森町 ● 掛川市 ● 御前崎市 ● 藤枝市
●容器包装リサイクル法市町村指定保管場所一般廃棄物収集業務委託 ● 浜松市

リサイクル推進のため他社のご協力を得て設置しました!! 
土地の有効利用、集客効果も期待でき、ご協力いただきま
した企業様にもご利用いただく皆様にも喜んでいただいて
おります。
設置の検討をいただく際はお気軽にお問い合わせ下さい！

土地の有効利用 集客効果
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❽浜松営業所
11協同センター

❸第 二 工 場
❻磐 田 工 場
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12桜 台 工 場
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業務内容のご紹介

INDUSTRIAL
WASTE
TREATMENT

建設現場･発生工場から出る産業廃棄物から
一般廃棄物までスピーディーに回収いたします。
当社では下記収集車輌の機動力及び独自の配車システムにより24時間以内の回収を実現しました。
多量の廃棄物収集運搬から、小ロットの回収までお客様のニーズにお応えいたします。

静岡県全域と愛知県をカバーしています。
詳しい回収エリア等はお問い合わせください。

静岡県内に広がるネットワークで貴社のリサイクルをサポートします。

回収業務のご案内 業務内容エリア

グループ企業

コンテナ・リサイクルボックス 廃棄物処理機械
●産業廃棄物破砕機
●固形燃料プラント
●圧縮梱包機
●石膏ボード破砕分離機
●汚泥改質固化機
●発泡スチロール溶融機
●金属プレス機
●バックホー
●フォークリフト
●シャベルローダー
●路面清掃車
●切断機

保有車輌（計130台以上）
●10t／フックロール車
●10t／ダンプ車
●10t／ユニック車
● 8t／フックロール車（大型増トン車）
● 6t／フックロール車（中型増トン車）
● 6t／ユニック車
● 6t／ヒアブ車
● 4t／ユニック車
● 4t／フックロール車
● 4t／ヒアブ車
● 4t／パッカー車
● 2t／パッカー車
● 2t／ダンプ車
● 2t／フックロール車
● 2t／医療用保冷車

トンパック（1.0㎥）、ミニコンテナ（1.5㎥）、コン
テナ（3.5㎥）、フックロール（8.0㎥）と各種取り
揃えています。
廃棄物置場が常に整理整頓されます。

フックロール

ミニコンテナ

トンパックフックロール

コンテナ

0

有限会社マルセエンタープライズ

〒431‐0301
浜名郡新居町
中之郷3681‐3‐2
TEL（053）
594-7230

安定型
最終処分場

土木業
株式会社 森下組

〒431‐3314
浜松市天竜区
二俣町二俣687-1
TEL（053）
925‐2247

三共クリン株式会社

〒431‐3115
静岡県浜松市東区
西ヶ崎町1000-1
TEL（053）
431‐0400

グリストラップ清掃
バキューム関

株式会社マルシンレッカー運輸

〒438‐0112
磐田市
下野部1968‐2
TEL（053）
963-5322

一般貨物運送業 建設業
株式会社マルシン

〒434‐0015
浜松市浜北区
於呂3976
TEL（053）
583‐3911
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認証・登録番号  0008197

このパンフレットは資源保護のため再生紙を使用し、環境にやさしい
ベジタブルインキ（植物油インキ）で印刷しています。

本社／営業部　〒431‐3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣41番地
TEL053‐925‐1366   FAX053‐925‐6030
HP http://www.recycle-clean.co. jp
mail  info@recycle-clean.co. jp

産業廃棄物・一般廃棄物・資源回収・土木工事
建物解体工事・自動車解体・中古車販売・不動産業

産業廃棄物・一般廃棄物・資源回収・土木工事・建物解体工事・自動車解体・中古車販売・不動産業

キャラクター クリンちゃん
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