
ゼロ・エミッションの未来へ
木幡興業は廃油、廃液資源のリサイクル事業を展開しております。



最適なプランのご提案で皆様と共に環境配慮型の経営を
環境保全と資源の有効活用の観点から廃棄物の処理方法が見直しが求められています。
当社では、廃棄物のゼロエミッションを実現いただくために廃油の環境リサイクルによる再資源化と、
廃酸、強酸、廃アルカリ、強アルカリなどの産業廃棄物の処理を柱に、最適なリサイクルプランをご提案いたします。

各種産業廃棄物
回収・収集運搬の
ご依頼を承ります。

リサイクル・中間処理
設備に運ばれます。

受入
各種受入槽
保管

各種産業廃棄物
回収・収集運搬を
行います。

中和や混合による
処理と、分離、濾過、圧縮
などにより、リサイクル処理

されます。

各種取扱品目の
サンプル検査を行います。
廃油・廃アルカリ・廃酸
・その他 産業廃棄物

検査
廃油
廃アルカリ
廃酸…

連絡
産業廃棄物
特別産業廃棄物

運搬
廃油などの
収集・運搬

処理
濃縮・中和・
圧縮・油水分離等販売

再生油・補助燃料
リサイクル

リサイクル後は、主に
再生エネルギーとして
再利用されます。



10t 大型強力吸引車 4台
10t ダンパー 2台
7t ダンパー 2台
4t 中型強力吸引車 2台
4t ダンパー 1台
12t バキュームローリー 1台
7t バキュームローリー 7台
6t バキュームローリー 1台
4t バキュームローリー 2台
11t ステンレスタンクローリー 3台
10t ステンレスタンクローリー 2台
18t タンクローリー 1台
16t タンクローリー 2台
14t タンクローリー 1台
8t タンクローリー 2台
7t タンクローリー 4台
6t タンクローリー 1台
4t タンクローリー 5台
20t タンクセミトレーラー 3台
16t タンクセミトレーラー 2台
トラクタ 4台
8t パワーゲート 2台
4t パワーゲート 7台
3t パワーゲート 3台
2t パワーゲート 1台
8t 平ボデイー 1台
アームロール 2台
出張タイヤ販売用工作車両 1台
12t コンプレッサー 2台
7t ユニック 1台
作業用バン 2台

保有車両台数　合計 74 台

VEHICLE
保有車両

20

70



国や行政機関もしくは国際機関の許可取得を行い
適正な管理のもと運営を行っています。

弊社は主に関東一エリア中心に産業廃棄物の回収を行っております。

東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城、栃木、群馬、長野、
山梨、静岡、新潟、福島、宮城の

各都道府県で、産業廃棄物回収を承ります。

弊社では、埼玉、茨城に産業廃棄物を処理する
中間処理工場を設けております。

AREA
対応エリア

※エリア外の地域の皆様も
お気軽にお問い合わせください。

主な取扱品目

廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類、金属くず、
ガラス・コンクリート陶磁器くず、
鉱さい、ばいじん、木くず、燃え殻等

CERTIFICATION
優良認定

PICKUP
廃油・産業廃棄物の回収

産業廃棄物の回収運搬許認可

宮城

福島新潟

栃木

茨城

千葉

群馬
長野

山梨

静岡

埼玉
東京
神奈川



ビークリアシリーズ
3つの要素の複合作用で消臭致します。
❶生物分解
バクテリアを使った悪臭物質の分解

❷化学分解
中和反応と酸化反応で悪臭を分解

❸吸着作用
吸着剤で悪臭物質を吸着

アンモニア臭、硫化水素臭、揮発性有機化合物臭、
等々、目的に応じた各種脱臭剤、消臭剤をご用意致し
ます。オリジナルの消臭剤製造も可能です。
お客様のご要望の香りを小ロットより製造出来ますの
で、お気軽にご相談ください。

工業薬品の配送
各種環境製品（水処理剤・凝集剤、脱臭剤、消臭
剤、土壌改良剤など）、工業薬品（キレート剤などの
重金属固定剤）の配送も承っております。

次亜塩素酸ソーダ、亜硝酸ソーダ、PAC、ポリ鉄などへの小分け充填を承っております。また、小ロット過ぎるため製造に着手出来
ないなどお困りの際は、是非、弊社に委託製造をご依頼ください。

弊社は長年取り組んできました再資源化事業の経験のもと、悪臭防止と水処理業務にも
携わっております。
各種環境製品（水処理剤・凝集剤、脱臭剤、土壌改良剤、水質検査試験紙など）の薬剤や、
工業薬品（キレート剤などの重金属固定剤）の販売も行っております。

ENVIRONMENTAL PRODUCTS
環境製品・工業薬品の販売

環境製品の販売、製造
地上タンク、地下タンク内の清掃と
気密漏洩検査、定期点検
地下埋設タンク等及び地下埋設配管の定期点
検を行います。タンク内の水分及びスラッジ等の
滞留による地下タンク内、地下埋設配管内の腐
食防止の為には、タンク内の清掃をお薦めいた
します。

●ガソリンスタンドの地下タンク及び配管
●ビル・マンションの暖房用燃料タンク類
●非常用発電機の燃料タンク類
●病院、学校公共施設の暖房燃料タンク類
●デパート、ホテルなどの暖房用燃料タンク類
●工場内の各種貯蔵タンク
●油槽所各種タンクおよび配管
●自家用給油所のタンク
●その他、特殊タンク、配管など

油、廃液等の回収・処理 緊急対応いたします。

油の流出事故

TANK
タンクの清掃と点検

タンクの清掃・気密漏洩検査/点検



OFFICE & PLANT
事務所・工場

埼玉工場
SAITAMA PLANT

埼玉工場は主に水処理に
特化した施設です。

廃酸、廃アルカリなどの中和設備も
併設しており、排出事業者のニーズ
に答えるべく設計された処理施設と
なっております。

埼玉工場

住所 〒342-0015 埼玉県吉川市中井小松川56-1

TEL 048-984-5678

FAX 048-984-5688



埼玉工場では汚泥処理施設と汚泥受入ピットが新たに増設され、関連した産廃物をより効率的に中間処理できるようになりました。新設 埼玉工場の汚泥設備

特別管理産業廃棄物処分…中和：廃酸（pH2.0以下のものに限る）、廃アルカリ（pH12.5以上のものに限る） 油水分離：廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る）

中　和 ・廃酸
・廃アルカリ

・廃油（水溶性切削油に限る）
・廃アルカリ（廃LLCに限る）

・廃油（油分を含んだ廃ウエスを除く）
・廃アルカリ（廃LLCに限る）

・廃プラスチック類（廃オイルメントに限る）
・金属くず（廃容器・廃オイルメントに限る）

・廃プラスチック類・金属くず・木くず
・ガラス／コンクリートくず（がれき類を除く）
                ／陶磁器くず（廃飲料用容器に限る）

・金属くず（廃オイルメント用容器に限る）・廃油

・汚泥濃　縮 圧　縮

油水分離 切断圧縮

凝集沈殿
脱　水

混　合

破　砕



茨城工場

住所 〒304-0061 茨城県下妻市大字下妻丙848番地

TEL 0296-43-7796

FAX 0296-43-7716

特別管理産業廃棄物処分…
濾過再生：廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る）

濾過再生 ・廃油

茨城工場
IBARAKI PLANT

茨城工場は主に廃油処理、
再生重油の生産に特化した

施設です。

創業以来、培われた経験と実績をも
とに、高品位の再生重油を作り出す
循環社会形成に欠かすことのできな
い処理施設となっております。



環境事業部 下妻事業所
住所 〒304-0028 茨城県下妻市下木戸130

TEL 0296-54-5558

FAX 0296-44-6355

工業
薬品

環境事業部
下妻事業所

ENVIRONMENT DIVISION

各種環境製品の開発から水処理・凝集剤、脱臭剤、消
臭剤、土壌改良剤水質検査試験紙などの薬剤や工業
薬品の販売を行っております。



オート事業部
鈑金・ボデー修理課
住所 〒341-0012 埼玉県三郷市半田328番地

TEL 048-950-0555

FAX 048-950-0666

自動車
鈑金塗装工場

BODY WORK AND 
PAINT FACTORY

トラック・バスや普通乗用車の鈑金
塗装やボデー修理を行っておりま
す。また、以下の指定工場となってお
ります。

車体整備 同敷地内にて、埼玉営業所が併設されています。
埼玉営業所

・東京海上日動火災保険株式会社　提携工場
・あいおいニッセイ同和損保　まごころ工場
・TREX　日本トレクス　サービス工場
・古河ユニック　協力工場



大型トラックから普通乗用車の車検、
点検、一般修理を行えます。また、タイ
ヤの販売や出張交換、新車・中古車
販売も行っております。

オート事業部
整備・タイヤ販売課

住所 〒341-0012 埼玉県三郷市半田369番地

TEL 048-950-0120

FAX 048-950-0012

車検整備
タイヤ交換

自動車整備工場
タイヤセンター

CAR MAINTENANCE 
FACTORY

TIRE CENTER



https://kowatakogyo.jp

木幡　亨
木幡　陽子

〈本社〉

TEL  048-950-0011
FAX  048-950-0666

・大型/一般車両

・大型/一般車両




