硬質塩化ビニル
ライニング鋼管の

リサイクル

塩ビライニング鋼管リサイクル協会
日

本

水

道

鋼

管

協

会

“資源として循環利用する”社会へ。
塩ビライニング鋼管リサイクル！
限りある資源とクリーンな環境への責任。
塩ビライニング鋼管の全国リサイクル体制を確立。
資源の有限性と自然の浄化能力が人々に強く認識されている現在、生産・消費・
廃棄という製品のライフサイクルが問い直され、環境保全のため資源を有効利用
する資源循環型社会の形成が求められています。
人にもっとも身近なライフラインである給水・給湯・排水等、建築配管に広く採用
されている塩ビライニング鋼管。その使用済み鋼管のリサイクルを推進するため、
日本水道鋼管協会は1999年、鋼管と塩ビ管を分離する「加熱分離法」を開発。
全国に回収ステーションを設置し、リサイクル体制を確立しました。
設立当初は全国に14ヶ所の回収ステーションも今では約220ヶ所に拡大し、
皆
様方により使いやすくと努力してきました。
しかし、
まだまだ「塩ビライニング鋼管が
リサイクルされている事実を知らない人」が多いため本年は更に日本水道鋼管協
会及び会員相互の連携を密にPRの強化を図って“資源を有効活用する社会”の
形成を目指す充実した活動を行ってまいります。
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鉄鋼原料
建物排水用発泡三層塩ビ管

塩ビライニング鋼管搬入の申込手順
塩ビライニング鋼管リサイクル協会

お客様

手順 1
手順
2

手順
3

TEL 03（3264）1866 FAX 03（3264）1869

●協会へ連絡

協会より本パンフレット送付

塩ビライニング鋼管の引取りに関する
要請を塩ビライニング鋼管リサイクル
協会に連絡してください。
※リサイクル申込伝票を既にお持ちの
場合、手順2に進んでください。

1.塩ビライニング鋼管搬入の
申込手順
2.リサイクル申込伝票
3.回収ステーション住所
4.その他

回収ステーション

塩ビライニング鋼管の申込
要請確認

●リサイクル申込伝票記入、FAX

リサイクル申込伝票に必要事項を記
入し、塩ビライニング鋼管リサイクル協
会にFAXしてください。

注1：2回目からは 手順2 より進んでください。
注2：塩ビライニング鋼管リサイクル協会はリ
サイクル申込伝票を見て、持込み時間
など不都合のあるときはすみやかにお
客様に連絡いたします。
注3：受入れ対象は、会員会社の製品に限り
ます。

申込確認

協会よりリサイクルの申込確認。
リサイクル申 込 伝 票に捺 印し
返送するとともに、指定の回収
ステーションにリサイクル申込
伝票を回送します。

塩ビライニング鋼管搬入

1. 入庫立会い
2. 塩ビライニング鋼管の保管
3. 塩ビライニング鋼管のリサ
イクル協力会社への送付
依頼

●塩ビライニング鋼管の
持込み輸送

リサイクル申込伝票に記入した日時
に従って、塩ビライニング鋼管の持
込みを行ってください。

輸送
手順
4

●搬入完了

回収ステーションに塩ビライニング
鋼管を持込み納入が完了した段階で、
リサイクル申込伝票に受取印を押印
してもらってください。

鋼管と塩ビ管の
分離・売却

持込できないもの

受入可能となる塩ビライニング鋼管
種

類

●水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

略号

外面色

SGP-VA

■■ 茶色

SGP-VB

■■ 亜鉛メッキ
全国に拡がる

SGP-VD

■■ 青色（被覆）

リサイクル拠点

管

●水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

HVA

■■ 濃い灰色

●排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

D-VA

■■ 焦げ茶色

●消火用硬質塩化ビニルライニング鋼管
●フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管

継手

種

類

VS

■■ 黄土色

FVA

■■ 茶色

FVB

■■ 亜鉛メッキ

FVD

■■ 青色（被覆）

受入の対象は硬質塩ビライニング鋼管、管端
防食継手、及び外面被覆継手ですが、下記
のような状態のものは、リサイクルできません
ので、 あらかじめ取り除いてください。
①異物（モルタル、コンクリート、泥等）が付着
したもの。

リサイクル工場
②管と継手の解体が不十分なもの。
中間集積場

③保温材や防食テープなどが付着しているもの。
④管に著しい曲がりや偏平があるもの。

外面色

●管端防食継手

■■青色（継手内部に防食コア内蔵）

●外面被覆継手

■■ 青色、■■ 黄土色（外面の被覆）

注1

管は１m 以内に切断したもののみ受入ます。

注2

塩ビライニング鋼管は有用資源であるため、マニフェストは不要です。

注3

費用は一切不要です。
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西濃運輸支店・営業所
コントロールセンター
日本梱包営業所

日本梱包運輸倉庫
（株）
様、
西濃運輸
（株）
様とのタイアップにより、
回収ステーションが全国約220ヶ所に広がりました。
より環境にやさしく、
より使いやすく。
「塩ビライニング鋼管」のリサイクルにご協力ください。

その他

リサイクルのお問い合わせは

塩ビライニング鋼管リサイクル協会

TEL.03-3264-1866

FAX.03-3264-1869

塩ビライニング鋼管リサイクル協会行 FAX 03-3264-1869
塩ビライニング鋼管・継手リサイクル申込伝票
★太枠をご記入の上、搬入日の3日前までに協会にFAXしてください。

◆申

込

者

記入日

年

月

受付No.

日

工事名

受付日

会社名

年

月

日

担当者

住 所
担当者名
Tel＆Fax

印

Fax.

Tel.

◆持込み先と持込み日時
持込み予定日

印

年

月

持込み日と持込み時間帯を記入してください。

日
（

曜日）

持込み時間帯
支店名・営業所名

持込み先名

1.日本梱包運輸倉庫（株）
2.西濃運輸（株）
3.その他

（注）1. 土、日曜祭日は受付できません。
2. 持込みは、該当する番号に○をつけ、持込み先支店名、もしくは営業所名を記入してください。
3. 持込み先の詳細につきましては、別紙の「回収ステーション一覧表」でご確認ください。

◆塩ビライニング鋼管の種類と量

3. その他
（

）

重量
持 込 量

◆運搬業者

1. 網コンテナ
2. バラ

姿

1. 水道用塩ビライニング鋼管
2. 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管
3. 排水用塩ビライニング鋼管
4. 消火用塩ビライニング鋼管
5. フランジ付塩ビライニング鋼管
6. 管端防食継手
7. 外面被覆継手

荷

3. 混合

類

態

2. 撤去配管材

種

形

1. 端材・残材

該当する番号に○をつけ、持込み量を記入してください。
又は

容量
（

）kg

又は
（

）
m3

又は網コンテナ
（

）個

回収ステーション受付
印

所在地
コメント
会社名
〒

Tel.

運転者名
★★ 「塩ビライニング鋼管申込基準」を満たさないものは、受入れできませんのでご注意ください。
★★★ 回収ステーションへの塩ビライニング鋼管搬入については、お客様ご自身で所定の「リサイクルBOX」に移し替えてください。

コピーしてお使いください。

塩ビライニング鋼管リサイクル協会
正

会

員

JFE スチール株式会社 （ 鋼 管 企 画 部 ）
株 式 会 社 協 成 （ 生 産 本 部 ）

03-3597-4878
06-6583-6133

日本製鉄株式会社 （ 鋼 管 事 業 部 ）
積水化学工業株式会社 （ 建 築 シ ス テ ム 事 業 部 ）

03-6867-5773
03-6748-6502

準 会 員
シンテック株式会社 （ 営 業 第 1 グ ル ー プ ）

03-3840-1611

株 式 会 社 多 久 製 作 所 （東京支店建築営業室）

03-5484-1001

賛 助 会 員
日本金属継手協会

03-3564-2035

特 別 会 員
日本梱包運輸倉庫株式会社
西濃運輸株式会社
日建産業株式会社
※ 正 会 員 及 び 準 会 員 は 日 本 水 道 鋼 管 協 会 の 会 員 で あ る。

リサイクルのお問い合わせは

塩ビライニング鋼管リサイクル協会

日本水道鋼管協会

〒 102-0074
東京都千代田区九段南 4-8-9（日本水道会館 3F）
日本水道鋼管協会内
TEL 03（3264）1866
FAX 03（3264）1869

〒 102-0074
東京都千代田区九段南 4-8-9（日本水道会館 3F）
TEL 03（3264）1855
FAX 03（3264）1856

この資料は再生紙を使用しております。
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塩ビライニング鋼管 ・ 継手リサイクル まずは協会事務局まで、ご連絡ください。
回収ステーション 所在地 一覧表
県名 営業所名 （７１ヶ所）
北海道営業所
江別営業所
鷹栖センター出張所

西濃運輸（株） 大垣市田口町１番地

所在地
苫小牧市あけぼの町１－７－８
江別市角山６８－１４
上川郡鷹栖町２１線１１号

TEL
0144-55-5601
011-384-8812
0166-87-2166

花巻市二枚橋第三地割３３３－１

0198-30-2188

角田営業所
角田（営）大河原センター
古川営業所
郡山営業所
いわき営業所

角田市梶賀字高畑北２２６－３
柴田郡大河原町金ヶ瀬字川根７８番地１
大崎市三本木高柳字横江１０－１
郡山市田村町下行合字田ノ保下１－５
いわき市常磐下船尾町杭出作２３－２

0224-62-4308
0224-88-3321
0229-52-5739
024-943-1382
0246-43-6671

長岡出張所
新潟（営）新潟市内倉庫
新潟営業所
白根営業所
関東流通センター（営）古河倉庫
関東流通センター（営）総和倉庫
関東流通センター営業所
筑西営業所
群馬営業所

長岡市新産１－２－５
新潟市中央区美咲町２－２－６７
新潟市南区北田中字堀留７８０－１１
新潟市南区新飯田字高田１８０８－１
古河市新久田４７３
古河市丘里１０－２
古河市北利根１２－１
筑西市辻字西原１８９３－１
太田市新田大町６００－２８

0258-46-9281

栃木営業所
宇都宮出張所
真岡営業所
児玉営業所
和光（営）越谷倉庫
狭山(営)青柳流通センター
狭山営業所
狭山梱包センター営業所
和光営業所
三芳（営）志木倉庫
三芳営業所
八千代営業所
佐倉営業所
千葉営業所

芳賀郡芳賀町芳賀台２
河内郡上三川町大字西汗１６９８－１
真岡市松山町２４ー４
本庄市児玉町共栄８００－１３
越谷市流通団地２－１－７
狭山市大字中新田萩野１６５５－１
狭山市青柳１６０－１
狭山市柏原字森ノ上２１６－１
朝霞市栄町３－７－５８
志木市中宗岡４－８－９
入間郡三芳町字藤久保１０１２
八千代市上高野４６１－６
佐倉市大作２－５－２
市原市潤井戸字君ヶ台２０６２－２

028-677-0789
0285-56-4735
0285-80-1873
0495-72-2929

東京（営）有明倉庫

江東区有明１－３－３３月島有明物流センター Ａ棟１階

03-3527-5665

横浜（営）大黒出張所
神奈川営業所

横浜市鶴見区大黒ふ頭１９番地
茅ヶ崎市堤５６５－４

045-508-4591
0467-52-8887

長野営業所
松本営業所

千曲市大字屋代字高畑１４８３－１
松本市大字神林５０９８－３

026-273-3812
0263-58-5642

焼津営業所
浜松営業所
袋井営業所

焼津市越後島４３５
浜松市中区高丘東２ー７ー１
袋井市堀越字長面５５０

054-629-2313
053-436-2331
0538-42-6181

豊田営業所
愛知流通センタ－

豊田市広美町北繁８４
みよし市莇生町向山１０－１

0565-25-0056
0561-33-2356

北
海
道

青
森
岩手 花巻営業所
秋田
山
形
宮
城
福
島

新
潟

茨
城

群
馬
栃
木

埼
玉

千
葉

025-281-7135
025-362-1050
025-374-2016
0280-48-3858
0280-98-0700
0280-92-7014
0296-37-5501
0276-57-9701

048-986-5331
042-959-8669
04-2954-6427
04-2954-3114
048-461-1570
048-472-4411
049-258-2755
047-485-6417
043-498-3161
0436-74-1123

東
京

神
奈
川
山梨

長
野

静
岡

愛
知

※取扱い時間 ・・・月～金（9:00～12：00、13：00～16：00）

（２０２２年８月１日 現在）

日本梱包運輸倉庫（株） 中央区明石町６番１７号 TEL. 03-3546-3614 FAX. 03-3542-3112

塩ビライニング鋼管リサイクル協会
TEL.03-3264-1866
TEL. 0584-82-5025 FAX. 0584-82-5041

支店・営業所名 （１４８ヶ所）
札幌西支店 （北海道）
札幌支店 （北海道）
旭川支店 （北海道）
小樽営業所 （北海道）
帯広営業所 （北海道）
釧路営業所 （北海道）
室蘭営業所 （北海道）
苫小牧支店 （北海道）
函館支店 （北海道）
北見営業所
青森支店
弘前営業所
盛岡支店
秋田支店
山形支店
庄内営業所
仙台支店
仙台南支店

所在地
札幌市西区発寒１５条１４－４－１
札幌市白石区川下２１６５－１
旭川市永山北３条８－１－２
小樽市築港８－６
河西郡芽室町東芽室基線２１－１
釧路市星が浦南２－７－１１
登別市大和町１－２－１５
苫小牧市新明町１－１－１１
北斗市追分６２－１０
北見市東相内町９３７－１
青森市野内字菊川２７－１
弘前市石川字中川原１８９
盛岡市永井１６地割字地田３
秋田市寺内神屋敷２９５－７１
山形市樋越５５
東田川郡三川町成田新田字前田元３８５
仙台市宮城野区港２ー１ー７
名取市高舘熊野堂余方上３０

TEL
011-664-3141
011-871-8180
0166-47-1606
0134-33-5111
0155-62-3545
0154-51-7611
0143-85-8491
0144-55-6531
0138-49-2331
0157-36-4224
0177-26-3311
0172-92-2600
019-638-0018
018-847-1881
023-684-4490
0235-66-4911
022-786-0611
022-386-2231

福島支店
郡山支店
いわき支店
三条支店
新潟支店
上越支店 （濃飛）

福島市吉倉字竹の内１１－１
須賀川市滑川字池田２００－４
いわき市四倉町細谷字荒町１３－１
三条市大字帯織字丁号８３８３－１
新潟市西区山田２３０７－１２１
上越市三田新田字西屋敷３９７－１

024-546-2295
0248-76-3121
0246-34-8181
0256-45-3681
025-265-3281
0255-44-2526

水戸支店
土浦支店
北茨城営業所 （関東）

那珂郡那珂町後台３１２７－２６
土浦市大畑１６９３－１
北茨城市磯原町豊田字稲干場１２９２－１

029-295-0881
0298-62-2883
0293-42-7711

高崎支店 （関東）
前橋支店 （関東）
太田支店 （関東）
宇都宮支店
佐野支店 （関東）
小山支店 （関東）
大宮支店
入間支店
越谷支店
熊谷支店 （関東）
本庄支店 （関東）
久喜支店 （関東）
川越支店 （関東）
東松山支店 （関東）
柏支店
船橋支店
市川支店
木更津営業所
佐倉支店
東京支店
錦糸町支店
足立東支店
大森支店
八王子支店
横浜支店
鶴見支店
厚木支店
座間支店
甲府支店
松本支店
上松営業所
上田営業所 （関東）
諏訪支店 （東海）
飯田支店 （東海）
伊那営業所 （東海）
沼津支店
富士支店
静岡支店
藤枝支店
浜松支店
豊橋支店
豊川支店
大府支店
笠寺営業所
津島支店
小牧支店
一宮支店
名古屋東支店

安中市板鼻１６－１
前橋市飯土井町４００－３
太田市安良岡町２１８－１
宇都宮市上欠町高尾神８９０－７
佐野市船津川町岡田２３００
小山市横倉字遠上１１９６
さいたま市三橋６－８１３
入間市二本木１２８９－１
越谷市流通団地１－４－２
熊谷市玉井字平井通上３０－３
本庄市鵜森字富士１６６－１
久喜市菖蒲町台２４４８－１
日高市大谷沢６１７
比企郡川島町北園部字江ノ島３４０－１
柏市若白毛字宮原１１２８
船橋市豊富６８８
市川市本行徳２５５４－１７
袖ヶ浦市三箇９７２－１
佐倉市直弥字前ケ作６７３
江東区潮見２－８－１３
江東区毛利１－４－１
足立区入谷６－１－１ （足立トラックターミナル内）
大田区平和島５－５－３１
八王子市石川町２９６８－９
横浜市都筑区川向町９８２
横浜市鶴見区生麦２－３－２
愛甲郡愛川町中津４０３０
座間市東原２－１５－６
中央市中楯８６７－１
東筑摩郡山形村８２６５
木曾郡上松町小野２３７１
東御市加沢１４２８－１
諏訪市沖田町４－４１
飯田市松尾明７５６０
上伊那郡南箕輪村字中ノ原９５９５－１
沼津市東椎路東荒３８５
富士市富士岡７５０－１
静岡市清水区鳥坂１１２９－１
藤枝市下当間６６５
浜松市松小池町２０３
豊橋市神野新田町又の割２０
豊川市本野ケ原３－８５
大府市北崎町遠山２００－１
名古屋市南区南野３－２５７
津島市寺野町好土２
小牧市新小木１－９２
一宮市今伊勢町馬寄１
日進市浅田町美濃輪１－１２

027-382-1315
027-268-5511
0276-22-8811
03-5857-7585(CC)
0283-24-7111
0285-27-1771
03-5857-7586(CC)
03-5857-7590(CC)
03-5857-7587(CC)
0485-22-5337
0495-21-3311
0480-85-6111
0429-85-0111
0492-97-5111
03-5857-7606(CC)
03-5857-7607(CC)
03-5857-7594
0438-75-5581
043-498-0600
03-5857-7595(CC)
03-5857-7597(CC)
03-5857-7599(CC)
03-5857-7604(CC)
03-5857-7592(CC)
03-5857-7608(CC)
03-5857-7610(CC)
0462-85-0881
0462-55-5045
03-5857-7593(CC)
0263-98-4800
0264-52-2603
0268-62-1201
0266-58-1818
0265-22-2501
0265-72-3617
0559-21-1103
0545-38-2323
052-678-4310(CC)
054-644-5111
052-678-4311(CC)
0532-33-1133
0533-85-3331
052-678-4306(CC)
052-678-4304(CC)
0567-28-7225
052-678-4313(CC)
052-678-4351(CC)
052-678-4303(CC)

回収ステーション 所在地 一覧表

※取扱い時間 ・・・月～金（9:00～12：00、13：00～16：00）

（２０２２年８月１日 現在）

日本梱包運輸倉庫（株） 中央区明石町６番１７号 TEL. 03-3546-3614 FAX. 03-3542-3112
県名 営業所名 （７１ヶ所）
岐阜営業所

西濃運輸（株） 大垣市田口町１番地
TEL

支店・営業所名 （１４８ヶ所） 所在地

TEL

土岐市土岐津町土岐口７０３

0572-55-6550

岐阜支店
大垣支店
岐阜東濃支店 （東海）
美濃加茂支店 （東海）
関支店 （濃飛）
高山支店 （濃飛）
各務原支店 （濃飛）
四日市支店
久居支店
津営業所
上野支店 （三重）
彦根支店
滋賀支店
長浜営業所
富山支店 （濃飛）
高岡支店 （濃飛）
金沢支店 （濃飛）
加賀支店 （濃飛）
福井支店 （濃飛）
敦賀営業所 （濃飛）
京都南支店
舞鶴営業所 （濃飛）
摂津支店
豊中支店
大阪支店
関目支店
河内支店
松原支店
堺支店
奈良支店
和歌山支店
尼崎支店
神戸支店
神明支店
姫路支店
加西支店
淡路営業所 （四国）
岡山支店

羽島郡柳津町流通センター３－１－１
大垣市東前５－７
土岐市下石町字西山３０４ー９１２
美濃加茂市深田町３－１０－２
関市池田町２
高山市山田町１３１８－１
各務原市鵜沼朝日町１－２１１－１
四日市市日永１－７－１４
久居市中町７７４－２
津市出雲本郷町１６０３－１
伊賀市千歳下水８１－１
彦根市東沼波町１５７
湖南市針２６６－１
長浜市東上坂町１９８－７
富山市ニナガワ４２３－１
高岡市戸出栄町５１－２
白山市横江町９８０
加賀市分校町カ１８０－１
福井市林藤島町１６－８
敦賀市荕生野７９号野中５－１
長岡京市神足字典薬１－７
舞鶴市字上安小字薬師１４８２－３
摂津市鳥飼上５－３－６
豊中市名神口１－３－１
大阪市西成区玉出西２－２０－４８
大阪市城東区関目５－８－１６
東大阪市加納１－１－８
松原市一津屋３－３－１１
堺市西区築港新町３－１４－２
大和郡山市白土町６５－１
和歌山市祢宜１１００
尼崎市道意町７－１８
神戸市東灘区向洋町東３－１１
神戸市西区神出町広谷字中通５５５－１７
姫路市飾西７４８－７
加西市繁昌町３４１
洲本市桑間字下フケ４２１－１
岡山市大福１３０－１

058-279-2222
0584-89-4141

広島支店
西広島支店
福山支店
呉営業所
宇部支店
山口支店
下松支店
鳥取支店 （日ノ丸）
米子支店 （日ノ丸）
松江支店 （日ノ丸）
出雲支店 （日ノ丸）
浜田支店 （日ノ丸）
高松支店 （四国）
坂出支店 （四国）
三豊支店 （四国）
徳島支店 （四国）
松山支店 （四国）
新居浜営業所 （四国）
今治支店 （四国）
大洲営業所 （四国）
宇和島営業所 （四国）
高知支店 （四国）
北九州支店
福岡支店
大牟田営業所 （九州）

広島市中区光南５－１－４３
廿日市市木材港南８－１８
福山市御幸町森脇字西光寺１２６３
呉市広大新開１－２－４４
宇部市妻崎開作字裂き３０－３１－ろ １０１８－他
山口市下小鯖字瀬戸山２４５８－１
下松市葉山１丁目８１９－８
鳥取市湖山町３－４０
米子市流通町４３０－２
八束郡東出雲町出雲郷字丁ヶ坪１６３７－１
出雲市稲岡町３７
浜田市下府町３２７－３３
高松市鶴市町字相作８０
坂出市江尻町江尻新開４８３－５１
観音寺市大野原町大野原３９８０
板野郡北島町鯛浜字中須４の２
東温市上村甲９８０
西条市飯岡字杉之木１３７０
今治市高橋字向甲１３９０－１
大洲市阿蔵字スナダ甲９９０
宇和島市高串字上切３番耕地７８９－１
高知市介良字山の後１１３６
北九州市小倉北区西港町８５－１
福岡市博多区井相田１－１－５６
大牟田市沖田町１１６－１

082-245-3141
0829-31-5050
084-976-7818
0823-71-2161
0836-41-9556
083-927-5551
0833-47-0055
0857-28-2221
0859-39-3939
0852-52-4111
0853-21-3721
0855-22-1000
087-881-3161
0877-45-0500
0875-52-3100
0886-98-2631
089-990-1313
0897-56-7088
0898-32-2600
0893-24-4170
0895-24-4060
0888-60-1311
093-581-0611
092-591-1671
0994-59-0022

鳥栖支店 （九州）
佐賀支店 （九州）
唐津支店 （九州）
佐世保営業所 （九州）
長崎支店 （九州）
大分支店 （九州）
熊本支店 （九州）

鳥栖市真木町赤江１０８５
佐賀市兵庫町渕１５４０－１
唐津市畑島字前田５８０９－１
佐世保市田の浦町５－２５
諫早市小川町７２４－１４
大分市三佐１－２－１２
熊本市上南部町２－１－１０５

0942-82-1541
0952-31-2271
0955-78-1251
0956-38-2151

宮崎支店 （九州）
延岡営業所 （九州）
鹿児島支店 （九州）

宮崎郡清武町船引字下ノ原１０１３－１
延岡市出北町６丁目１６１４
鹿児島市南栄３－７－１

0985-85-3393
0982-32-4045
099-267-6581

岐
阜
北
海
道
鈴鹿センター営業所
鈴鹿営業所
菰野出張所

鈴鹿市国府町石丸７６５１－１１
鈴鹿市高塚町１４５１－１５８
三重郡菰野町大字川北字西岡２３９０

059-378-9112
059-378-3122
059-394-2322

滋賀センター営業所
滋賀営業所

甲賀市水口町大字八田字勝負谷８８６－５
長浜市高月町柏原３７１－４

0748-63-7381
0749-85-2131

富
山

富山営業所

黒部市沓掛５６０

0765-52-0400

石
川

金沢営業所

白山市福新町６８－１

076-277-1152

大阪営業所東大阪倉庫
大阪営業所

東大阪市元町１丁目６－５５
枚方市堂山東町１－１３

072-985-9061
072-847-3361

神戸営業所
赤穂営業所

神戸市西区見津が丘５丁目１－１
赤穂市加里屋字磯１１２０-１２５

078-994-2108
0791-46-2639

長船流通センター
岡山営業所
水島営業所
広島営業所

瀬戸内市長船町福里３７５
岡山市東区寺山１２５
倉敷市南畝５－１１－１８
東広島市志和町冠２１４－３

086-926-6128
086-297-2541
086-456-3700
082-433-5476

松江営業所

松江市富士見町１－２１

0852-37-1805

坂出出張所

綾歌郡宇多津町字吉田４００１－５２

0877-45-0766

松山営業所

松山市堀江町甲１７８２

089-979-3719

香美市土佐山田町中野字口戸３４－１
北九州市門司区大字猿喰４８８
粕屋郡志免町別府北３－７－１
行橋市大字今井字ユルキ１２３５
筑後市大字前津字塚山１７８４－１

0887-52-5401
093-481-2631
092-611-3566
0930-25-6315
0942-53-1810

三
重

滋
賀

福
井
京
都

大
阪

奈良
和歌山

兵
庫

岡
山

広
島

山
口
鳥
取
島
根
香
川
徳島

愛
媛

高知 高知営業所
門司営業所
福岡営業所
福
岡
行橋出張所
筑後営業所
佐
賀
長
崎
大分

菊池郡菊陽町原水字南下原１３７３－１
菊池郡大津町大字室字三郎松１６７２－３
都城市都北町７４７０

096-232-3108
096-293-6522
0986-38-0688

関東 （株）多久製作所、埼玉工場

埼玉県比企郡小川町大字高谷２６６４－１

0493-73-2171

九州 （株）多久製作所、九州工場

佐賀県多久市東多久町大字別府１５３９

0952-76-3513

熊
本
宮
崎

熊本営業所
熊本センター営業所
都城営業所

TEL. 0584-82-5025 FAX. 0584-82-5041

所在地

鹿児島

0572-57-2255
0574-26-4151
0575-22-7311
0577-32-1917
0583-70-7211
0593-46-1122
059-256-5551
059-234-9738
0595-23-6621
0749-23-3031
0748-72-2191
0749-68-3132
0764-29-8688
0766-63-3311
076-274-2221
07617-5-3131
0776-35-0300
0770-24-1333
06-4802-3023(CC)
0773-76-3226
06-4802-3017(CC)
06-4802-3014(CC)
06-4802-3013(CC)
06-4802-3018(CC)
06-4802-3015(CC)
06-4802-3025(CC)
06-4802-3026(CC)
0743-56-8822
0734-77-3243
06-4802-3028(CC)
06-4802-3029(CC)
078-965-3232(CC)
0792-67-1881
0790-49-2288
0799-22-8876
086-282-4181

0957-21-0880
0975-22-1881
096-380-4545

＊その他

特記 ： 上記回収ステーションは諸般ならび経済事情により変更および統廃合される場合があります。

