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処分業者 製造業種名 処理方法
許可番号 業者は許可番号 リサイクル品

廃プラスチック ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

ボビン・ﾋﾞﾆｰﾙ 萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

プラケース・コンテナ 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

袋物・固形物 （株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

ＰＰバンド､ﾗｯﾌﾟ等 平成産業 成型メーカーへ 栃木県真岡市鬼怒ケ丘1－15－5 樹脂再生業 再生樹脂

（株）エコマテリアル 成型メーカーへ 東京都港区虎ノ門2－7－7 樹脂再生業 再生樹脂

基板屑 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

同和鉱業㈱小坂精錬 鹿角郡小坂町小坂鉱山尾樽部60－1 非鉄製錬メーカー 鉛他各種非鉄製錬

エコシステムジャパン（株） 埼玉県本庄市仁手1781 リサイクル業 ＤＯＷＡ グループ

イオン交換樹脂 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

発泡スチロール ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 平成産業 成型メーカーへ 栃木県真岡市鬼怒ケ丘1－15－5 樹脂再生業 再生樹脂

ペット樹脂 王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

ペットボトル 萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

廃プラ・塩ビ ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 平成産業 成型メーカーへ 栃木県真岡市鬼怒ケ丘1－15－5 樹脂再生業 再生樹脂

（コンパウンド含む） 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

金属屑 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

㈱古河メタルリサイクル 茨城県古河市柳橋字中道587－1 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

㈱　阿部商店 茨城県桜川市鍬田436 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

（株）北関東リサイクル 茨城県結城市上成423－5 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

フィルター ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

㈱古河メタルリサイクル 茨城県古河市柳橋字中道587－1 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

ワニス固形(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

廃インク固形　(廃ﾌﾟﾗ） （株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

製造業種名 処理方法
業者は許可番号 リサイクル品

Ｇ．Ｍ．Ｒ．他 ドイツ水銀メーカー 各種原料（ＧＭＲ、水銀他）

ＪＦＥ環境㈱ 横浜市鶴見区弁天3－1 5620004313 原料化

小名浜合板㈱ いわき市泉町下川田宿1－1 合板製造業 合板ボード、原料

大縄林業原木㈱ 笠間市池野辺駒切630－6－2 0821084679 原料化

                             木  屑 王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

水海道産業㈱建材部 水海道市中妻町907－1 道路舗装工事 路盤材（クリスタルストーンサンド）

水海道産業㈱ 結城郡石下町左平太新田堤下991 0821008408 再資源化

平成産業 製紙メーカーへ 栃木県真岡市鬼怒ケ丘1－15－5 古紙回収業 紙業原料

王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

　研　磨　材 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

２次処理 所在地

混合廃棄物品中間処理後の残渣処理先フロー図

品目 リサイクル先

ガラス

ビン

蛍光灯

段ボール

古紙

株式会社　三　　電

２次処理 所在地品目 中間処理業者 所在地 処分方法

中間処理後の廃棄物処理先フロー図

リサイクル先
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処分業者 製造業種名 処理方法
許可番号 業者は許可番号 リサイクル品

業務用パソコン ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

機械屑 萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

ハード機器 東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

ＯＡ機器 ㈱古河メタルリサイクル 茨城県古河市柳橋字中道587－1 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

部品屑 東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

雑品屑 ㈱　阿部商店 茨城県桜川市鍬田436 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

三井住友金属鉱山伸銅㈱ 埼玉県上尾市二ツ宮656－1 非鉄製錬メーカー 各種非鉄製錬

㈱　ナカヤマ 埼玉県行田市持田1－5－16 非鉄屑業 原料化

（株）エコマテリアル 成型メーカーへ 東京都港区虎ノ門2－7－7 樹脂再生業 再生樹脂

住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

コイル ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 三井住友金属鉱山伸銅㈱ 埼玉県上尾市二ツ宮656－1 伸銅メーカー 各種非鉄製錬

小型トランス ㈱　ナカヤマ 埼玉県行田市持田1－5－16 非鉄屑業 原料化

合成繊維 ・ ウエス ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

オイルマット・オイルペーパー 萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

廃プラスチック類に分類 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

（株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

空缶 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

（一斗缶他） ㈱古河メタルリサイクル 茨城県古河市柳橋字中道587－1 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

㈱　阿部商店 茨城県桜川市鍬田436 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

（株）北関東リサイクル 茨城県結城市上成423－5 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

ﾋﾞﾆｰﾙ線 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 三井住友金属鉱山伸銅㈱ 埼玉県上尾市二ツ宮656－1 伸銅メーカー 各種非鉄製錬

　 ㈱　ナカヤマ 埼玉県行田市持田1－5－16 非鉄屑業 原料化

鉄、非鉄 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

混合屑 ㈱古河メタルリサイクル 茨城県古河市柳橋字中道587－1 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

㈱　阿部商店 茨城県桜川市鍬田436 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

東京製鉄㈱ 宇都宮市清原工業団地11－1 製鉄メーカー 鉄鋼製品

（株）北関東リサイクル 茨城県結城市上成423－5 製鋼原料 製鉄原料化（鉄屑回収業）

三井住友金属鉱山伸銅㈱ 埼玉県上尾市二ツ宮656－1 非鉄製錬メーカー 各種非鉄製錬

㈱　ナカヤマ 埼玉県行田市持田1－5－16 非鉄屑業 原料化

アルミニウム屑 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 （株）アーレスティ 栃木県下都賀郡壬生町壬生乙4060 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金ﾒｰｶｰ アルミダイカスト製品製造

アルミニウム混合屑 （株）関東金属工業所 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田1890 ｱﾙﾐ二次合金製造 非鉄金属回収業

再生不可物 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 ㈱千　佳 栃木県那須塩原市西岩崎29－1 0930004448 埋立

（雑芥） 伊藤総合開発 小山市東野田荒井原2483－459 0920045316 破砕・焼却

廃油　（液体物） ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 共通番号050492 収集運搬 (有)　永統環境 焼却、残渣無し 結城郡八千代町平塚4231 0821107388 焼　却

（収集運搬）

乾電池 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 三池精錬㈱ 福岡県大牟田市新開町2－1 非鉄製錬メーカー 溶鉱炉精錬、再生

ＪＦＥ環境㈱ 横浜市鶴見区弁天3－1 5620004313 原料化

梱包材 ㈱　三　　電 茨城県桜川市大泉19-1 00821050492 分別・分解・研磨 平成産業 成型メーカーへ 栃木県真岡市鬼怒ケ丘1－15－5 樹脂再生業 再生樹脂

（ＰＰバンド、ラップ、 平成産業 製紙メーカーへ 〃 古紙回収業 紙業原料

　発泡スチロール、 王子製紙㈱ 北海道苫小牧市王子町2－1－1 製紙メーカー 燃料

　エアークッション、 萬世リサイクルシステムズ 横浜市金沢区鳥浜町17－3 5620104110 ＲＰＦ・フラフ燃料Ｒ（プラ・紙・木）

　ビニール、紙、 住友大阪ｾﾒﾝﾄ（株） 栃木県佐野市築地町715 ｾﾒﾝﾄ製造 燃料及び原料

 合成繊維、金属屑） （株）富士田商事 栃木県真岡市西高間木522 0920050821 破砕混合（ｾﾒﾝﾄ用燃料及び原料）

２次処理 所在地

株式会社　三　　電中間処理後の廃棄物処理先フロー図

品目 中間処理業者 所在地 処分方法 リサイクル先


