
 



 

 

 

 

共和グループの経営理念と指針                             

経営理念 

共和グループは「共・信・和」の精神に則り、公正明朗な

企業活動を通じ、経済・社会の発展と地球環境の保護に貢

献する、誇りある企業グループを目指します。 

 

社是 

共・・・お客様と共栄共存を築きます。 

信・・・信用・信頼を第一義とした企業活動を行います。 

和・・・地域社会と調和し、環境保護に取り組みます。 

 

行動指針 

1． 公正、透明な企業活動の徹底 

2． 社会貢献や地球環境保全への積極的な関与 

3． 個人情報の保護 

4． 顧客満足の向上 

5． 新しい価値の創造 

 

 

 

 

 

 

 

環境方針 

 共和紙料株式会社は、廃棄物を選別・加工し良質な再生

資源とする為、当社「環境に関する基本方針」に基づき、

地域の環境に配慮し、「循環型社会」形成への社会的使命を

認識し、リサイクル事業を通し社会に貢献する。  

改正日 2013.5.23 

 

 

個人情報保護方針 

共和紙料株式会社は、古紙リサイクルを通して資源の有効

利用・ゴミ減量・森林の保護・地球環境保護等に貢献し、

循環型社会を推進し、より良き社会の構築を目指しており

ます。このため、古紙の処理に際しては、個人情報保護 

マネジメントシステムを遵守し、個人情報を正確かつ誠実

に取り扱い、透明性の高い企業活動を遂行します。  

改定日 2006.9.15 

 



 

古紙リサイクルの流れ                                   

 

 

 

   

1．回 収 

 

集 荷業 者に より 

持ち込まれる場合

と、当社の車輌に 

より直接回収する

場合があります 

 

2．選別・加工 

 

古 紙に 混入 して 

いる異物（ビニー

ル、プラスチック、

金属など紙になら

ないもの）を除去 

します 

 

3．圧縮・梱包 

 

ベーラー（大型プ 

レス機）で１梱包 

１トン程度に圧縮・ 

梱包し、容易に運搬

できるようにしま

す 

 

4．保 管 

 

当社の構内（ヤー

ド）に古紙を在庫

し、高品質な状態を

維持出来るように

保管します 

 

商標登録証 登録第 5220920 号 

AQSIQ輸出ライセンス 



認証番

号

1

2

3

 

廃棄書類の回収から破砕・プレス・搬出まで 

万全のセキュリティ体制でお答えします。 

機密書類は資源として活用する時代です。 
 

 

 

 共和紙料㈱セキュリティセンター 

①モニターで破砕確認できます    ④リサイクルプラン作成いたします 

②立会いも可能です         ⑤敷地面積 1,500ｍ２ 

③セキュリティ管理（SECOM） 

大阪府高槻市唐崎北 2丁目 23番 1号 

Tel  072-678-3331 

FAX 072-678-3334 

E-mail info@kyowashiryo.co.jp 

 

 

 

  

廃棄書類破砕専用工場 
 

事業所・官公庁 
機密書類（オフィス古紙） 

引取車両 

施錠によりセキュリティ万全 

（天然ガス車使用） 

大型シュレッダー 

（時間当たり４トンの破砕処理が可能） 

（監視カメラ設置） 

■プライバシーマーク取得（平成 18年 12月18日） 

 

■認定番号    第２000000２（06）号 

■エコアクション 21取得（平成 20年 7月 14日） 

 

■認証・登録番号    0002677 

 

■平成 18年度 ３R推進功労者等表彰受賞 

 

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 

 

３R推進功労者等表彰とは、３R推進に率先して取り組み継続

的な活動を通じて顕著な実績をあげている個人・グループ及び

特に貢献の認められる事業所等が表彰されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大型シュレッダー投入口                ・大型シュレッダー内部（断裁処理） 

・段ボール箱ごと開封せずに安心リサイクル        ・モニタールームで確認可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （製紙工場） 

・廃棄書類専用の高濃度パルパーで溶解処理（時間当たり８トン） 

・機密を保ったたま処理し製紙原料としてリサイクル          ・大型プレス梱包機でプレス状に加工 



 

 
会 社 概 要                                        

沿 革                                          

                                         

■創業     昭和 26年 4月 

■設立     昭和 42年 12月 

■資本金    3,000万円 

■業務内容   1.製紙原料の集荷・販売・輸出 

        2.再生資源の集荷・販売 

        3.産業廃棄物収集運搬・処理業 

        4.大阪府公認計量業 

        5.上記に付帯する事業 

■取扱品目   古紙全般・廃プラスチック類・鉄・非鉄金属類 

■主要取引先  丸紅㈱ 

■主要納入先  福山製紙㈱・王子グリーンリソース㈱・王子マテリア㈱・レンゴー㈱・家庭紙メーカー 

■主要仕入先  関西圏回収業者・官公庁・市町村行政・スーパー・百貨店・紙器工場・その他 

■許可     廃棄物再生事業者登録・産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業 

        一般廃棄物処理施設設置許可・大阪府公認計量事業（７ヶ所） 

        AQSIQ輸出ライセンス・金属くず業許可・古紙商品化適格事業（認定） 

1951年（S26） 大阪市此花区四貫島にて個人企業として発足 

1958年（S33） 大阪市城東区今福南に大阪営業所を開設 

1964年（S39） 大阪府門真市に門真営業所を開設 

1967年（S42） 共和紙料株式会社 設立 

1969年（S44） 共和紙料株式会社 本社高槻営業所 開設 

1973年（S48） 共和紙料株式会社 東大阪営業所 開設 

1979年（S54） 信和商事株式会社 設立 

1987年（S62） 共和紙料株式会社 八尾営業所 開設 

1991年（H3）  株式会社天馬 設立 

1993年（H5）  高槻本社ビル新築 

1996年（H8）  株式会社ケーアールシー 設立 

1998年（H10） 共和紙料株式会社 高槻第 2営業所（セキュリティーセンター）開設 

2001年（H13） 信和商事株式会社 滋賀営業所 開設 

2004年（H16） 共和紙料株式会社 長田営業所 開設 

          信和商事株式会社 三重営業所 開設 

2006年（H18） 共和紙料株式会社 ・プライバシーマーク取得 

                   ・3R推進功労者等表彰受賞 

                   ・大阪府「経営革新計画」の承認 

2008年（H20） 共和紙料株式会社 港営業所 開設 

          共和紙料株式会社 エコアクション 21 取得 

2009年（H21） 信和商事株式会社 南港営業所 開設 

  大阪府計量協会関係功労者表彰受賞(大阪府知事表彰受賞） 

2011年（H23） 株式会社天馬 リサイクルセンター豊中 開設 

2016年（H28） エコアクション２１更新（４回目） 

  株式会社ケーアールシー 大阪府産業廃棄物協会より優良事業所表彰受賞 

          プライバシーマーク更新（6回目） 

 

 共和紙料株式会社      
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所 在 地                                           

関 連 会 社                                          

共和紙料㈱高槻第 2 営業所 
（セキュリティセンター） 

大阪府高槻市唐崎北 2-23-1 

 

共和紙料㈱本社高槻営業所 

大阪府高槻市唐崎南 2-5-1 

 
共和紙料㈱門真営業所 

大阪府門真市四宮 2-10-6 

 
共和紙料㈱東大阪営業所 

大阪府東大阪市楠根 2-2-34 

 
共和紙料㈱長田営業所 

大阪府東大阪市長田中 5-2-8 

 

共和紙料㈱港営業所 

大阪府大阪市港区福崎 3-1-91 

 

共和紙料㈱八尾営業所 

大阪府八尾市曙町 1-54-2 

 

株式会社天馬 

 

株式会社ケーアールシー 

 

株式会社天馬リサイクルセンター豊中 

 

信和商事㈱本社京都工場 

 

信和商事㈱滋賀工場 

 

信和商事㈱三重工場 

 

信和商事㈱大阪工場 

 

信和商事㈱南港工場 

 

株式会社天馬 

 

株式会社ケーアールシー 

 
■設立   平成 3年 1月 

■資本金  1,600万円 

■業務内容 製紙原料売買 

      損害保険代理店業 

      不動産管理 

■設立   平成 8年 10月 

■資本金  1,000万円 

■業務内容 リサイクル資源収集運搬 

      産業廃棄物収集運搬 

■設立   昭和 54年 9月 

■資本金  2,000万円 

■業務内容 製紙原料の集荷・販売 

      製紙原料の輸出入業務 

      非鉄金属、金属屑の集荷・販売 

      一般廃棄物の収集運搬及び処理 

      難再生古紙リサイクル 

      産業廃棄物の収集運搬及び中間処分業 

      機密書類のリサイクル処理 

      行政リサイクル関連事業請負 

      廃棄物の再生資源化事業 

      上記に付帯する事業 

■許可   一般廃棄物処理施設設置許可 

      一般廃棄物処理業（収集運搬） 

      産業廃棄物収集運搬業 

      廃棄物再資源化事業所登録 

      再生資源選別加工業 

      

信和商事株式会社 

 



 

 

 

■本社 

 〒614-8045 

 京都府八幡市八幡久保田町 1番地 

TEL : 075-981-2657 

Zero Emission 

 

 ■本社高槻営業所 

 〒569-0833 

 大阪府高槻市唐崎南 2丁目 5番 1 号 

TEL : 072-678-0858  FAX : 072-677-4943 

■高槻第 2営業所（セキュリティセンター） 

 〒569-0831 

 大阪府高槻市唐崎北 2丁目 23 番 1 号 

TEL : 072-678-3331  FAX : 072-678-3334 

■港営業所 

 〒552-0013 

 大阪府大阪市港区福崎 3丁目 1 番 91 号 

TEL : 06-6571-2422  FAX : 06-6571-2423 

■八尾営業所 

 〒581-0026 

 大阪府八尾市曙町 1 丁目 54 番 2号 

TEL : 072-994-7778  FAX : 072-994-7779 

■門真営業所 

 〒571-0017 

 大阪府門真市四宮 2 丁目 10 番 6号 

TEL : 072-882-0160  FAX : 072-882-8344 

■長田営業所 

 〒577-0013 

 大阪府東大阪市長田中 5丁目 2 番 8号 

TEL : 06-6745-2351  FAX : 06-6746-0687 

■東大阪営業所 

 〒577-0006 

 大阪府東大阪市楠根 2丁目 2番 34 号 

TEL : 06-4309-1170  FAX : 06-4309-1171 

 

 ■本社 

 〒569-0833 

 大阪府高槻市唐崎南 2丁目 5番 1 号 

TEL : 072-677-2005 

■リサイクルセンター豊中 

 〒561-0825 

 大阪府豊中市二葉町 2丁目 5番 30 号 

TEL : 06-4866-6825 

■本社 

 〒569-0833 

 大阪府高槻市唐崎南 2丁目 5番 1 号 

TEL : 072-678-0860 

 

 

■大阪営業所 

 〒536-0003 

 大阪府大阪市城東区今福南 2丁目 22 番地 15 号 

TEL : 06-6931-1748 

■滋賀営業所 

 〒520-3252 

 滋賀県湖南市岩根 3970-1 

TEL : 0748-72-9975 

■三重営業所 

 〒518-1145 

 三重県伊賀市安場字長谷 1641-4 

TEL : 0595-39-9903 

■南港営業所 

 〒559-0031 

 大阪府住之江区南港東 3丁目 1 番 35 号 

TEL : 06-6614-5515 

 
 

 

 

 

最新の設備とセキュリティで 

安全・安心なリサイクルを実現します 

http://www.kyowashiryo.co.jp 
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