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ごあいさつ
昭和29年(1954年)会社創立以来，半世紀以上が経ちました。その間，ビン・古紙・鉄・非
鉄金属・プラスチック類と取り扱う品目と事業を拡大しつつ，総合的なリサイクル企業とし
て取り組んでまいりました。今日，社会は，資源循環型社会に向け，社会構造やシステムが
変化してきています。
当社は，時代の変化に対応しつつ，資源リサイクルの一躍を担うことで，限りある資源の
リサイクルを推進し，社会に貢献するとともに，地球環境への負荷軽減に寄与していきたい
と考えています。
また，地域との共生，環境保護や汚染の防止に努め，明日を生きる世代により良い環境を
残す会社を目指します。
荒川グループ
代表取締役

荒川

会 社 概 要
株
式
会
社
荒
川

所在地

〒８９０－００７２

電話
ＦＡＸ

０９９－２５４－４１３１（代表）
０９９－２５８－０１９１

代表取締役

荒川 直文

資本金

１，０００万円

設立

昭和２９年３月（１９５６年）

グループ会社等

鹿児島県鹿児島市新栄町４番８号

(株)荒川
(株)荒川商店
サツマアルミリサイクル工業(株)
(株)荒川オートリサイクル
南九州グリーンアース協同組合
霧島リサイクル(株)
(株)奄美リサイクル
(株)奄美クリーン産業
(社福)環和会

直文

従業員数

１７０人

主要取引銀行

鹿児島銀行高見馬場支店
商工中金鹿児島支店
みずほ銀行
三井住友銀行

主要取引先

日本製鉄株式会社，共英製鋼株式会社
東京製鐵株式会社，大阪製鐵株式会社
神戸製鋼株式会社，ＪＸ日鉱日石金属株式会社
株式会社ＭＡＰ熊本
王子マテリア株式会社，大王製紙株式会社
薩摩酒造株式会社，本坊酒造株式会社
山元酒造株式会社，長島研醸有限会社

主要仕入先

日本山村硝子株式会社
石塚硝子株式会社
酒井硝子株式会社
山村製壜所
国土交通省，防衛省，文部科学省
各自治体，リサイクル業者
自動車解体業者，建物解体業者

1

事業内容
鉄･非鉄リサイクル

扱い品目

ＲＰＦサーマル
リサイクル

扱い品目

産業廃棄物
一般廃棄物

当社がトラック便・船便により回収した，又は，お客様が持込されたスクラップは，破砕･選別･圧縮
などの処理を行います。処理した金属類は，国内･国外の大手製鋼メーカーや非鉄製錬メーカーに出荷
し，再び鋼材等の原材料となります。鉄スクラップの出荷は，主に当社専用岸壁を使用して船積し出
荷します。
鉄くず(建屋解体スクラップ，建築資材，廃自動車，不要金属，大型重機，自転車，ジュース缶ほか)
非鉄くず(銅線，アルミサッシ，アルミくず，アルミ缶，ステンレスくず，真ちゅうくず，その他金属)

従来は，焼却及び埋立処理していた廃プラスチックや木くず，紙などの廃棄物を圧縮し，ＲＰＦ
(Refuse Paper & Plastic Fuel)と呼ばれる固形燃料に加工し，国内大手製紙工場へ代替燃料として出荷し
ます。
廃プラスチックくず，木くず，繊維くず，紙くず，畳など

産業廃棄物･一般廃棄物も可能な限りリサイクルし，リサイクルできない物は適正に処理します。
扱い品目

廃自動車リサイクル

扱い品目
廃家電リサイクル
(家電リサイクルAグループ指定)

扱い品目

廃二輪車リサイクル
扱い品目
ＯＡ機器リサイクル
扱い品目

古紙リサイクル

自転車，ブリキ類，缶類，廃プラスチック類，がれき類，金属くず，木くず，繊維くず，ゴムくず，
ガラスくず，紙くず，コンクリートくず及び陶磁器くず，廃バッテリー(特別管理産業廃棄物)など
自動車リサイクル法に基づく引取・フロン回収・解体･破砕の登録業者です。回収した使用済自動車か
ら再利用できる部品を回収し，自動車修理工場や個人に販売しています。再利用できない部品やボ
ディは，加工処理して製鉄メーカー，製錬メーカーに出荷し，鋼材や合金等の材料となります。
使用済自動車(全車種対象)

家電リサイクル法に基づく家電メーカーより引取･再商品化の指定を受けています。回収した廃家電を
当社工場にて解体し，各素材ごとに分別し再資源化します。
家電４品目：エアコン，テレビ，洗濯機，冷蔵庫

回収した使用済二輪車を解体処理してリサイクルします。(二輪車リサイクルシステム処理)
使用済二輪車(原動機付き自転車及び自動二輪車)
回収したパソコン等を解体し，各素材ごとに分別し再資源化します。
デスクトップＰＣ，ノートＰＣ，プリンタ，コピー機，システム装置，ネットワーク機器等

回収した古紙を選別･圧縮(プレス)処理し，製紙メーカーに紙の原材料として出荷します。

(鹿児島市委託古紙リサイクル)

扱い品目
新びん･古びん

扱い品目

新聞，雑誌，段ボール等
国内のガラスびん製造会社より新びんを仕入れ，沖縄や九州一円の焼酎メーカーや食品メーカー等に
出荷します。古びんは，九州内の回収業者と提携して焼酎メーカーや飲料メーカーに出荷します。
焼酎一升びん，お酢のびん，ハチミツびん，佃煮びん，その他

沿革史
年・月

事

昭和29年 3月 鹿児島市鴨池において有限会社荒川商店創業

項
鉄・非鉄金属・硝子瓶の回収業をはじめる

昭和35年 3月 鹿児島市宇宿町に鉄屑ヤード開設
昭和37年 7月 スクラッププレス機械を設置，操業(八幡製鉄向け)
昭和41年 6月 鹿児島市宇宿町新川尻に新川営業所開設 古紙回収・プレス機械を設置

びん倉庫新設

昭和43年 8月 株式会社荒川商店に社名変更
昭和48年 5月 鹿児島市宇宿町南港岸壁に鉄スクラップヤード開設
昭和52年 1月 鹿児島市新栄町に本社社屋新築，移転
昭和61年 2月 七ツ島事業所開設
平成 4年 7月 一般廃棄物収集運搬業の許可取得
平成 4年 9月 鹿児島市七ツ島事業所内にサツマアルミリサイクル工業株式会社創業
平成11年 9月 奄美市名瀬に株式会社奄美リサイクル創業
平成12年12月 一般廃棄物中間処理業の許可取得
平成13年 1月 産業廃棄物収集運搬業の許可取得 産業廃棄物中間処理業の許可取得
平成13年 4月 家電リサイクルAグループ指定業務開始(七ツ島事業所) 鹿児島市委託古紙リサイクル業務開始
平成14年12月 環境ISO14001認証取得(七ツ島事業所)
平成16年 2月 RPF(固形化燃料)工場新設
平成18年 4月 鹿児島市南栄町に家電リサイクル事業所を移設 運輸部開設(南栄事業所)
平成18年 7月 鹿児島市七ツ島に株式会社荒川オートリサイクル創業
平成18年12月 環境ISO14001認証取得(南栄事業所を追加)
平成21年 2月 代表取締役社長に荒川直文，会長に荒川文男就任
平成24年 4月 七ツ島事業所に新型破砕機・選別機を導入
平成25年 5月 霧島市国分に霧島リサイクル株式会社創業
平成25年 8月 社会福祉法人環和会設立
平成27年10月 株式会社荒川に一部社名変更 南栄工場に新型破砕機・選別機を導入
平成30年 1月 鹿児島市委託金属類リサイクル業務開始
令和 3年 4月 谷山メタルベイ工場開設

リサイクルシステム

金属等（鉄筋，鉄骨，解体スクラップ，機械スクラップ，重機，加工品製造時の削りくず等）
リサイクル業者，建屋解体業者，鉄工所，一般顧客，自治体，学校等

荒川グループ
鉄骨，鉄筋等

切断(ギロチン)

非鉄
(銅線，アルミサッシ，アルミくず
ステンレスくず，真ちゅう等)

破砕(シュレッダ)

プレス
選

非鉄(銅･ｱﾙﾐ･ｽﾃﾝﾚｽ等)

鉄

製鉄メーカー

精錬メーカー

ＲＰＦ製造工場

自治体，スーパー，百貨店，小売店，一般顧客

荒川グループ
選

段ボール

別（機械選別・手選別）

廃プラスチック･木くず

古紙等（新聞，雑誌，段ボール）

新聞，雑誌

建屋解体スクラップ，建築資材
廃自動車，不要機械等

ダスト

コンクリートがら

安定型最終処分場

管理型最終処分場

ＲＰＦ（固形化燃料）
(廃プラスチック,紙,繊維くず,布団,木くず,畳)
自治体，学校，産廃・一廃業者，各工場

荒川グループ
機密文書

廃プラスチック,紙,繊維くず,布団,木くず,畳

別

破砕

圧縮梱包(ベーラー)

破砕(シュレッダ)

溶解・圧縮

紙プレス

紙シュレッダー

ＲＰＦ(固形化燃料)

製紙工場

シュレッダー(破砕機)

製紙工場

古紙回収

古紙選別ライン

ＲＰＦ製造プラント

リサイクルシステム

廃家電（テレビ，冷蔵庫，洗濯機，エアコン）

家電リサイクル法に基づき，適正に処理

小売店，一般顧客，自治体等

荒川グループ
冷蔵庫

エアコン

テレビ

洗濯機

フロン回収
手解体
破砕(シュレッダ)
選
鉄

非鉄(銅･ｱﾙﾐ等)

製鉄メーカー

精錬メーカー

別（機械選別・手選別）

プラスチック ガラスカレット プリント基板

再製品化工場

使用済自動車（全車種対象）

ダスト

フロン

管理型最終処分場

処理業者

自動車リサイクル法に基づき，適正に処理

自動車販売業，自動車修理業，一般顧客，自治体等

荒川グループ
使用済自動車(軽自動車，普通乗用車，バス，トラック，特殊車両等)
諸事務処理
フロン回収，エアバッグ処理，バッテリー等取外し
破砕(シュレッダ)
選
鉄

非鉄(銅･ｱﾙﾐ等)

製鉄メーカー

精錬メーカー

機械選別器

別（機械選別・手選別）

プリント基板

再製品化工場

手解体

ダスト・ガラス・プラスチック

フロン

管理型最終処分場

処理業者

プレシュレッダー(粗破砕)

自動車解体

会社・事業所
事

業 所

(株)荒川本社

(株)荒川

〔総務部,南港鉄部,非鉄部〕

〔鉄部,自動車解体部,タイヤ部〕

〔家電リサイクル部，運輸部〕

鹿児島市新栄町４番８号

鹿児島市七ツ島１丁目２番地４号

鹿児島市南栄４丁目15番地２号

(株)荒川

(株)荒川

(株)荒川

ＲＰＦ製造工場

鹿児島市七ツ島１丁目３番地24号

七ツ島事業所

南港事業所

鹿児島市新栄町34番地

(株)荒川

南栄事業所

谷山メタルベイ

鹿児島市七ツ島１丁目40番地６号

グループ会社等

霧島リサイクル(株)

(株)荒川オートリサイクル

鹿児島市新栄町25番地14号

霧島市国分広瀬1714番地３号

鹿児島市七ツ島１丁目１番地25号

サツマアルミリサイクル工業(株)

(株)奄美リサイクル

(社福)環和会
資源再生工場エコランド

鹿児島市七ツ島１丁目２番地18号

奄美市名瀬佐大熊町2475

鹿児島市七ツ島１丁目２番地27号

(株)荒川商店
〔ビン販売部，古紙部〕

重機・機械等
パワーショベル

本社，南港，七ツ島，RPF，霧島R，奄美R

ショベルカー

七ツ島，谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，RPF，霧島R

パッカー車

マグネットローダー車

七ツ島，南港，霧島R，奄美R

グラップル付きトラック

クランプフォークリフト

本社，南栄，谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，荒川商店
霧島R，奄美R

シュレッダー

全ての事業所・会社等

定置グラップルローダー

南港，七ツ島，谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，霧島R

ギロチン

七ツ島，谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，霧島R

アルミダライプレス

七ツ島

アルミ溶解炉

サツマアルミ

七ツ島，荒川オート，霧島R，奄美R

ウィングトラック

運輸，荒川商店

本社（南港，非鉄），霧島R，奄美R

フォークリフト

RPF，荒川商店

解体機(ギロチンシャー)

回転フォークリフト

本社，七ツ島，谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，南栄
荒川商店，サツマアルミ，霧島R，環和会

スケール(秤)

本社，七ツ島，谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，RPF，荒川商店
霧島R，奄美R，環和会

プレス

南港，七ツ島，霧島R，奄美R

ベーラープレス

荒川商店，霧島R，奄美R

プラスチック破砕機

谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，RPF

本社，七ツ島，霧島R，奄美R

ＲＰＦ製造プラント

RPF

金属・プラ等選別プラント

七ツ島，谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ，霧島R

循環型社会への貢献を目指 して
環境への取り組み
環

境 方

～ＩＳＯ１４００１認証取得

針

株式会社荒川は，循環型社会形成の一躍を担う資源・
家電リサイクルにおいて，再資源化活動を積極的に展開
します。そして，地球環境への負荷軽減に真剣に取り組
み，社会に貢献すると共に，地域との共生また環境保護
や汚染の防止に努めます。
全従業員が一丸となり，限りある資源のリサイクルを
推進し，明日を生きる世代により良い環境を残す会社を
目指します。

重

点 施

策

１

当社の業務運営に関わる環境への影響を常に認識し，
汚染の予防と環境保護を推進するとともに，環境パ
フォーマンスと環境マネジメントシステムの有効性に
ついて継続的改善を図ります。
２ 全従業員がこの取り組みを積極的に実践できるよう
に，環境目標を年度活動計画として設定し実行します。
これを定期的に見直し，シュレッダリサイクル量及び
廃家電リサイクル率の向上に取り組みます。
３ 業務活動に関連する環境法規制及び当社が同意する
その他の要求事項を順守し，地域社会との共存を図り
ます。
４ この環境方針は全従業員に周知するとともに，社内
に掲示，管理先に配付し，社外へも公表します。

認 証 の 概 要
登録番号

ＥＣ０２Ｊ０２０

適用規格

ＩＳＯ１４００１：２０１５・ＪＩＳ１４００１Ｑ：２０１５

登録日

２００２年１２月２５日

更新日

２０２０年１２月２５日

登録者

株式会社荒川 七ツ島事業所・家電リサイクル部登録組織全域
（中間処理工場を含む）における一般産業廃棄物の廃棄物処理
事業及び資源と自動車と家電のリサイクル活動

審査登録期間

株式会社日本環境認証機構

グループ会社・事業所及び業務内容
会社・事業所

事業内容

南港鉄部・南港事業所

機械解体撤去，建物解体，鉄の収集・運搬・販売

非鉄部

鉄以外の金属の収集・運搬・販売

家電リサイクル部

家電リサイクル（ＳＹ，ＲＰ），自動二輪車リサイクル

谷山メタルベイ

家電リサイクル（ＲＰ）

運輸部

トラックによる運輸

七ツ島事業所

自動車，一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬および中間処理，販売

タイヤリサイクル部

廃タイヤ収集・破砕・販売

ＲＰＦ製造工場

廃プラスチック，木くず，繊維くず，紙，畳等からのＲＰＦ製造
プラスチック類収集・運搬・販売

鹿児島市

(株)
荒
川

(株)荒川商店

新びん・古びんの販売，古紙リサイクルおよび販売

サツマアルミリサイクル工業㈱

アルミニウムの溶解，販売

㈱荒川オートリサイクル

自動車リサイクル，中古パーツの販売

霧島リサイクル(株)

自動車，一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬および中間処理，販売

(株)奄美リサイクル

自動車，一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬および中間処理，販売

(株)奄美クリーン産業

汚泥のリサイクル処理

(社福)環和会

奄美市

資源再生工場エコランド ミックスメタル，被覆線，タイヤアルミホイールの解体・分別等

鹿児島市

霧島市

本社・鉄部・非鉄部

南港事業所
荒川商店

霧島リサイクル

家電リサイクル部・運輸部

奄美市

奄美リサイクル

谷山メタルベイ

荒川オートリサイクル

環和会
七ツ島事業所・サツマアルミリサイクル工業
ＲＰＦ製造工場

霧島市

許 可 一 覧
１

産業廃棄物収集運搬業
許可番号

２

第04600058589号（鹿児島県）
第08214058589号（鹿児島市）
第08214058589号（ 宮崎県 ）
第04305058589号（ 熊本県 ）
第04404058589号（ 大分県 ）
第04000058589号（ 福岡県 ）
第03500058589号（ 山口県 ）
第03400058589号（ 広島県 ）
第02100058589号（ 岐阜県 ）

６

許可番号

７

許可番号

８

３

第08224058589号（鹿児島市）

特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可番号

４

第04650058589号（鹿児島県）
第08261058589号（鹿児島市）
第04553058589号（ 宮崎県 ）
第04050058589号（ 福岡県 ）
第03550058589号（ 山口県 ）
第02150058589号（ 岐阜県 ）

一般廃棄物収集運搬業
許可番号

５

第32号（鹿児島市）

一般廃棄物中間処理業
許可番号

第1009号（鹿児島市）

第20821000001号（ 引 取 業 者 ）
第20822000001号（フロン類回収業者）
第20823000001号（ 解 体 業 者 ）
第20826000001号（ 破 砕 業 者 ）

４０t台秤・計量証明
登録番号

９

第46-1-24

自動車リサイクル法関連
登録番号

産業廃棄物中間処理業
許可番号

第一種フロン類回収業者

第35号（ 本社工場 ）
第63号（七ツ島工場）

建設業
土木工事業・とび・土工工事業
鹿児島県知事許可（般－２７）第10448号

10

古物商
鹿児島県公安委員会

11

第961020008728号

環境ISO14001取得
（登録範囲）
登録組織全域（中間処理工場を含む）における一般
産業物及び産業廃棄物の廃棄物処理事業及び資源と
自動車と家電のリサイクル活動

（登録番号）
EC02J020（七ツ島事業所・南栄事業所）

荒川グループ
関連会社

(株) 荒川
本

社

七ツ島事業所
運

輸

部

RPF製造工場

鹿児島市新栄町4-8
TEL.099-254-4131 FAX.258-0191
鹿児島市七ツ島1-2-4
TEL.099-261-9500 FAX.261-9501
鹿児島市南栄4-15-2
TEL.099-263-5765 FAX.266-0588
鹿児島市七ツ島1-3-24
TEL.099-284-2886 FAX.284-2887

家電ﾘｻｲｸﾙ工場
南栄工場

鹿児島市南栄4-15-2
TEL.099-263-5568 FAX.263-5567
谷山ﾒﾀﾙﾍﾞｲ 鹿児島市七ツ島1-40-6
TEL.099-297-4651 FAX.297-4652

(株) 荒川商店
ビン
古紙
ｻﾂﾏｱﾙﾐﾘｻｲｸﾙ工業 (株)
(株) 荒川ｵｰﾄﾘｻｲｸﾙ
南九州ｸﾞﾘｰﾝｱｰｽ協同組合
霧島ﾘｻｲｸﾙ (株)
(株) 奄美ﾘｻｲｸﾙ
(株) 奄美ｸﾘｰﾝ産業

ホームページ URL ：http://www.arakawa.cc/
お問い合わせ E-Mail：info@arakawa.cc

(社福) 環和会

鹿児島市新栄町25-14
TEL.099-253-6890 FAX.214-5250
TEL.099-251-6431 FAX.251-6432
鹿児島市七ツ島1-2-18
TEL.099-261-9527 FAX.261-9527
鹿児島市七ツ島1-1-25
TEL.099-284-6245 FAX.284-6247
鹿児島市七ツ島1-2-4
TEL.099-254-4131 FAX.258-0191
霧島市国分広瀬1714-3
TEL.0995-46-1112 FAX. 45-9981
奄美市名瀬佐大熊2475
TEL.0997-52-3384 FAX. 52-6591
奄美市名瀬鳩浜町21
TEL.0997-53-3021 FAX. 53-3021
鹿児島市七ツ島1-2-27
TEL.099-204-7226 FAX.204-7235

