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ここが私たちが
守っている場所です！

松伏リサイクルセンター松伏リサイクルセンター

那須総合
リサイクルセンター
那須総合

リサイクルセンター

この街のために
普段の生活を支え続ける
東武商事のリ・スタートアップ

東武商事株式会社

1970年10月

4,800万円

203人(2 018年７月現在)

小林 増雄

産業廃棄物の収集運搬・
中間処理・リサイクル
廃油のリサイクル
環境ソリューションの提案

会 社 名

創 立

資 本 金

社 員 数

代表取締役

主 な 事 業

営業職・社内SE職・研究開発職
総合スタッフ職・事務スタッフ職

埼玉県吉川市
又は栃木県那須塩原市
※本人希望で選択・転勤なし

募 集 職 種

勤 務 地

充実したトランスポートシステム
様ざまな状況・用途に対応できる３０種類近い専用回収車両と
半世紀に渡り蓄積してきたプロフェショナルの高い技術力が
他の追随を許さないスピーディーで高品質のサービスを提供

松伏スマート・リサイクル・システムズ（MSRS）
現在稼働中のセンターの後継施設（建設中）
2018年中に竣工予定の関東最大級の水処理施設

次世代型のセンターとして、新しい処理方法やサービスの研究開発も加速

那須総合リサイクルセンター（ＮＲＣ）
2013年に竣工した北関東最大級の焼却施設

感染性ほか特別管理廃棄物を含めた多品目の大量処理がが可能
（２４時間稼働・サーマルリサイクル実施）

会社概要

安全・安心・高品質 … 東武商事の環境ソリューション

Great
success.

クイズの答え
Q1 自然共生社会a

Q5 サーマルリサイクル

Q2 Sustainabilityd

Q6 再生可能な生物由来の有機性資源で、
化石資源を除いたものd

Q3 約97%d

Q7 約42杯分d

Q4 約1kgc

c Q8 約53％c



温暖化、大気・水質・土壌汚染、生態系の破壊…深刻化する地球環境問題
私たちには、この地球の豊かな恵みを次の世代に残していく責任があるのです。
ヒーローたちの仕事は「持続可能な社会」「循環型社会」を創ることです。

自然共生社会a

人間回帰社会b

健康生活社会c

知的生産型社会d

Satisfactiona

c Standardization

Simplificationb

Sustainabilityd

生ごみなどの有機性廃棄物を微生物の動きで
肥料や再生土にリサイクルする方法a

土の中に生息して、
動物の死骸や枯れ葉などの有機物を分解して無機化する微生物

b
生物化学的な作用で、
有機汚濁物質を酸化分解処理する方法

c

再生可能な生物由来の有機性資源で、
化石資源を除いたものd

健康と環境、持続可能な
社会生活を心がける生活
スタイルである「LOHAS」の
Ｓは何の頭文字ですか？

Q2
持続可能な社会の３つの側面は
「低炭素社会」「循環型社会」の
他に何があげられますか？

Q1

約12杯分a

約22杯分b

約32杯分c

約42杯分d

約500ga

約800gb

約1kgc

約1.2kgd

私たちが毎日捨てるゴミは、平均すると1人
当り1日どれくらいの量となっていますか？

Q4

日本国内に不法投棄された廃棄物の残存量は
東京ドームの約何杯分になりますか？

Q7

約67%a 約77%b 約87%c 約97%d

マテリアルリサイクルa

ケミカルリサイクルb

サーマルリサイクルc

リサイクルのうち、不要品を燃やして熱エネ
ルギーとして回収し、再利用するリサイクル
のことを何と呼びますか？

Q5

アルミ缶をリサイクルした場合、新しく
アルミ缶を作るよりもエネルギーを何%
節約できるのでしょうか？

Q3

約33％a

約43％b

約53％c

約63％d

日本で排出される膨大な産業廃棄物の約何％が
再生資源としてリサイクルされているのでしょうか？

Q8

「バイオマス」とは何のことですか。
Q6

Energy

Burn

Recycling

Challenge !

ECO
FRIENDLY

まずはＥＣＯ度をチェック
合言葉は「サスティナブル」
ヒーローたちのベイシック

クイズの答えは最後のページでチェック！



安全・健康・環境
資源循環型社会を創るコト
ヒーローたちのミッション

半世紀に渡り資源のリサイクルに取り組んできた東武商事。環境問題が地球規模のテーマとなった今、更なる成長へ
  取組みを加速。2013年に北関東最大級の焼却リサイクル施設、2019年には 関東最大級の 水処理リサイクル施
設、最新鋭施設の竣工で循環型社会の基盤となる資源のリサイクルを加速します。拡大する環境ビジネスの中で、オン
リーワンの仕事を追求し、成長、キャリアアップを
目指す人材を求めます。

豊かな地球の恵みを次の世代に残す仕事
東武商事の社員全員がヒーローです
S INCE 1970

Recycle

熱回収

適正
処理

化石燃料等の
天然資源の保全

東武商事の
事業領域

天然資源の投入

循環型社会と
東武商事の事業領域

最終処分
（埋立）

1.事業活動の温暖化対策
2.廃棄物削減による温暖化対策
3.賃貸建造物の性能向上による

温暖化対策

温室効果
ガス排出量の削減

1.再生可能資源の使用
2.生物環境への影響低減
3.水の使用量削減

自然の恵みの
享受と継承

持続可能な
社会

低酸素
社会

循環型
社会

自然共生
社会

1.工法改善商品による廃棄物排出量削減
2.資源再使用
3.循環リサイクル
※3Rとは、Reduce（リデュース：発生抑制）・Reuse
（リユース:再使用）・Recycle（リサイクル: 再生利用）のこと。

3R  を通じた
資源循環

※

Know it!

循環型社会

生 産

廃　棄

搬
運
・
集
収

再生利用

消費・使用

Recycle再生利用

Reduce再生抑制

循環型社会は、これまで大量
に生産・消費・廃棄されていた
資源の消費を３Ｒによって最
小限に抑える社会です。特に
東武商事が事業領域としてい
るリサイクルによる資源の再
利用の進展が、今後実現する
べき循環型社会創出の大きな

握ります。

（製造・流通）

処 理
（リサイクル・焼却等）

マテリアル・リサイクル
サーマル・リサイクル



技術力で
お客様のあらゆる要望に
柔軟に対応します！

2017年入社

営業
スタッフ

松﨑 将平 大学で生物学を学び、環境保全に直接つながる仕事に就きたいと考えたのが
入社のきっかけです。説明会などで感じた「人のあたたかさ」なども魅力でした。
その判断に間違いはありませんでしたね。研修を終えた現在、先輩の営業に同
行して、業界の知識や効果的な営業の仕方など仕事の進め方を教わりながら、
独り立ちに向けて力を蓄えているところです。我が社には、大型のリサイクル工
場に加え、多種類の専用回収車両が揃っており、さらに長年蓄積した高い技
術があります。他社では実現できない高いレベルで様々な廃棄物を最適に処
理、リサイクルすることができるのです。実は我が国では、毎年国内で生産され
るすべての製品とほぼ同じ量の膨大な廃棄物が発生しています。それを静脈産
業である私たちが的確に回収・処理しないと血流が詰まり、経済活動が滞りま
す。全産業の縁の下の力持ちとして“やりがい”は大きい、そして、そんな業界で
オンリーワンのプロフェッショナルを目指したいと考えています。

分析業務を通じ
エネルギーの
有効活用へ！

定型業務は、取扱物の分析です。処理の可否の確認や処理コスト
の割り出しを行います。この業務の核心は、安全の徹底=命を
守ることです。分析業務と並行して、将来に向けた技術開発
にも取組んでいます。新工場稼働で分析室の規模が拡大し、
分析や研究の領域が広がります。それが待ち遠しいです。

TTTOBOBO UUU HHHEEERRROOESESE  FFFIILEE :: NNo.o 001

TOTOBUU HEHEROEOES FS FS FIILLEE :: NNNo.00033

リサイクル工場のオペレーターとして、あらゆる業界から排出される

専門知識が求められることが醍醐味です。５年前に稼働した工場

産業廃棄物に適切な処理を行い、再生資源として活用する“循環型
社会”を実現するための現場業務に従事。プロとしての経験や深い

も軌道に乗り、毎日進化していることにワクワクしています！

TOTOBBUU HEHERROEOES FS FIIILLE : NNoo..004

これが循環型
社会づくりの
リア充だ！

Shohei Matsuzaki

NAME :

CAREER HISTORY:

CATEGORY :

分析スタッフ

CATEGORY :

工場オペレーター
CATEGOR Y :

2013年入社

CAREER HISTO RY :

2013年入社

CAREER HISTOR Y :坂田 孝行
Takayuki Sakata

NAM E:

田代 勇人
Yuto Tashiro 

NAM E:

20

CAR



環境を守る仕事に興味があり、就活中に当社を知って迷わず応募。人
事の方の熱意や清潔感ある社内の雰囲気にも惹かれて入社を決めま
した。現在は、人事と経理の事務を担当し、各種データの入力、書類
の作成・整理、電話応対などにあたっています。的確な対応をするため
に、専門知識やＰＣスキルが求められ、覚えることは多くあります。最初
は戸惑いましたが、先輩がＯＪＴで丁寧に教えてくれ、さらに、外部研修
会等の参加で成長を実感するようになりました。最近は、当社がサービ
ス業であり、自分の仕事は、正確性やスピードも大切ですが、本質は、
顧客満足(ＣＳ)の向上にあると考えるようになりました。毎日多くのお客
様へ直接または電話で対応します。その瞬間、瞬間に、お客様はどのよ
うな印象をもたれるのか？ 満足いただけたのか？ 信頼いただける仕事を
するためにもっと自分を磨きたいですね。

TOTOTOBBUUU HHEREREROOOESES FFFILLEE : NoNoNo..00022

入社後は、社内のヘルプデスクを中心とした業務をこなしなが
ら、インフラであるネットワークの管理を担当しています。今は、
今後当社が進める基幹システムの機能追加や新工場の稼働に
伴うＲＰＡ導入・ＡＩ活用などに取り組めるよう、スキルを磨い
ています。ステージが変わる節目に大きなヤリガイを感じます。

TOTOT BU HHEERROOEES S FFIILLEE :: NNoo.0055

当社が成約した案件の詳細を確認して契約書を作成したり、自治体
への許可申請業務を担当しています。青森から静岡まで、処分場の
ある自治体に出向くことも。書類の不備や間違いがあると会社
の信用問題にも関わるので、少しでも疑問に思ったら必ず担当者に
確認してミスを食い止めることに努めています！

TOTOOBBBUU HHEEERROOOEESS FILLEE :: NNNoo.0.066

loT時代適合の
最適システムで
バックアップ！

法令順守徹底で
安全・安心を
担保します！

正確・迅速な対応
高品質のサービスで
顧客満足を向上します！

社内ＳＥ
CATEGOR Y :

契約
スタッフ

CATEG ORY :

2018年入社
CAREER HISTOR Y :

2014年入社
CAREER HISTOR Y :

2017年入社

CAREER H ISTORY:

事務スタッフ

CATEGO RY :

吉田 健太
Kenta Yoshida

NAM E:

北原
茉那美
Manami Kitahara

NAM E:

荒井 樹里
Juri Arai

NAME:

荒
Ju


