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千葉製鋼株式会社

当社はグループのリサイクル部門として、周辺地域か
ら県外の個人様・企業様の環境保全リサイクルパート
ナーとして、ご利用頂いております。

スギモトグループのリサイクル事業における京葉
地区中心拠点となっており、鉄・非鉄金属屑の他、
コンクリート廃材のリサイクル処理により、製品化
された再生砕石も取り扱う総合リサイクル企業で
す。66,000㎡もの広大な敷地内で金属スクラップ
とコンクリートガラの受入を同時に行う事で、より
効率的な資源リサイクルを実現しています。

鉄・非金属・
再生砕石を

まとめて
リサイクル

会社概要

会社名 千葉製鋼株式会社

所在地 〒274-0082　千葉県船橋市大神保町1343-2
TEL.047-457-2121　FAX.047-457-2122
https://www.chibaseikou.co.jp

代表取締役 杉本 義幸

創業 1983年2月

資本金 9,285万円

営業種目 製鋼原料、非鉄金属加工卸、一般廃棄物処分業、産業
廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業、建設資材販売

コンクリート廃材

建築 砕石

沿革

1954年 9月 東京都足立区島根に杉本商店を創業
1983年 2月 千葉製鋼㈱を千葉県船橋市にて創設。同社敷地内に千葉プラントを新設。再生砕石事業の操業開始

オリエンタルランド（ディズニー）契約満了にて、一部機械を浦安から千葉へ移設
1993年 5月 ドイツティッセン・ヘンセル社シュレッダー導入
1999年11月 船橋ハイテクパーク配送センター完成
2004年 4月 ISO14001を認証取得し正式運用を開始
2005年 2月 アルミ専用プレス機を新設
2007年 7月 新工場完成、稼働開始
2011年12月 サイバーテック製 放射線検出装置 TDR-36Dを設置する
2020年 9月 新事務所棟、新築完成。休憩所を新設

鉄非鉄
リサイクル素材

解体、処分 鉄・非鉄製品

環境リサイクルユニット
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非鉄スクラップ

サービス案内

規模は日本屈指　金属・コンクリート廃材のリサイクル処理施設
当社では、鉄・非鉄・再生砕石に加えて、近年のIT機器の普及からレアメタルの受入れにも対応。1都6県の環境保全リサイクルパートナーとして、
ご愛顧いただいております。
また、優良産廃ナビにも登録しており、皆様のニーズに幅広く対応。環境への配慮、取り組みとしてISO14001の認証取得をしています。

鉄スクラップは工場内
で細分類され、鉄・非鉄
金属・ダスト（ゴミ）に分
けられます。
その後、国内電炉メー
カーへ出荷し、再び鉄
製品として生まれ変わ
ります。

お客様による持込はも
ちろんのこと、ご要望に
応じて運搬車両の手配
も行っております。

非鉄・特殊金属類など
品 種 に合 わ せた 引 取
メー カー と再 生 販 売
ルートを確立。搬入・選
別・保管から納入に至
るまで当社で一括管理
しております。

ブレーカー作業を伴う
解体現場では、騒音/振
動/粉塵が発生しクレー
ム対象になるだけでな
く、ハイテンションボル
トあるいはコンクリー
ト片が飛び散る事故が
多く発生しています。こ
のようなブロック解体
物を当社にお持込みい
ただくことにより、工期
の短縮を図れるだけで
なく、事故を未然に防ぐ
など、解体業者様への
メリットが得られます。

鉄スクラップ

コンクリート廃材の
リサイクル

建造物の解体における
ブロック解体物の受入
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主な取引先（金属スクラップ）※順不同

● 阪和興業株式会社 ● 株式会社ナベショー ● 株式会社大紀アルミニウム工業所

● エムエム建材株式会社 ● 株式会社ヴェルディ・メタル・サービス ● エス・エス・アルミ株式会社

● 三井物産メタルズ株式会社 ● 草野産業株式会社 ● アスカ工業株式会社

年間
鉄

リサイクル量

50,000t

年間
非鉄

リサイクル量

2,500t
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主な取引先（コンクリートガラ処分） ※順不同

● 鹿島建設株式会社 ● 株式会社竹中工務店 ● 東急建設株式会社
● 清水建設株式会社 ● 株式会社長谷工コーポレーション ● 株式会社森本組
● 大成建設株式会社 ● 戸田建設株式会社 ● 飛島建設株式会社
● 株式会社大林組 ● 前田建設工業株式会社 ● 株式会社安藤ハザマ

1 日平均
コンクリート
リサイクル量

960t

8,000m2

プラント敷地
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工場設備

取得許可

アクセス

工場敷地 66,000㎡（工場、倉庫、事務所を含む）

機械設備 京和工業製 ：12t　リフマグ付クレーン 1基
京和工業製 ：7.5t　リフマグ付クレーン 1基
モリタ製 ：1250t　ギロチン 1基
モリタ製 ：50PAL型スクラッププレス 1基
ティッセン製 ：700馬力縦型シュレッダー設備 1基
コマツ製 ：PC120 1台
コマツ製 ：ペイローダ　WA100 1台
コマツ製 ：PC200 1台
住友製 ：PH250 1台
住友製 ：リフマグ付きSH250 1台
住友製 ：SH200 4台
住友製 ：SH120 1台
三協機械製 ：クラッシャー 1機
大同中山製 ：クラッシャー 2機
タダノ製 ：30t　ラフタークレーン 1台

運搬車両 大型車 4台
８t車 パルフィンガー付き 1台
4t ユニック車 1台
4t 平ボディ 1台
4t ダンプ車 1台
8t アームロール車 1台
4t アームロール車 1台

放射線量検出設備 サイバーテック製 ：放射線検出装置
  スクラップモニター　TDR-36D

産業廃棄物処分業 船橋市長許可 第10420025923号 産業廃棄物収集運搬業 千葉県　　第01200025923号
東京都　　第1300025923号
埼玉県　　第01101025923号
神奈川県　第01403025923号
茨城県　　第00801025923号

産業廃棄物処理施設設置 千葉県 第8-4-1-39号

産業廃棄物処理施設変更 船橋市 第17-4-2-1号

一般廃棄物処分業 船橋市長許可 第1002号（粗大・不燃ごみ） 電子マニフェスト JWNET　　e-reverse

廃棄物再生事業者登録 千葉県 第113号（金属屑・がれき類） 認証取得 ISO14001 MSA-ES-610

古物商 千葉県公安委員会 第441360001083号 産廃情報ネット 産廃情報ネット
http://www2.sanpainet.or.jp/
zyohou/index_u5.php?
Param1=8&Param2=311040

〒274-0082　千葉県船橋市大神保町1343-2　 TEL  047-457-2121　 FAX  047-457-2122　 HP  https://www.chibaseikou.co.jp　　

案内図 地図

産廃情報ネット




