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会社名 株式会社 KAWARYO PGM

所在地

本社 〒431-1103 静岡県浜松市西区湖東町5850番地2F

TEL：053-486-2660 FAX：053-486-2665

東京営業所 〒144-0054 東京都大田区新蒲田1-14-20植山ビル101号室

TEL：03-6715-8604 FAX：03-6715-8605

設立 2009年

資本金 2000万円

代表者 代表取締役 飯田紀行

従業員数 15人（パート2人含む）

株式会社 KAWARYO PGM

組織図

企業概要

株主総会

取締会

代表取締役

営業部 品質管理部 総務部 東京営業所



2009年2月 静岡県浜松市に㈱KAWARYO PGM(資本金2000万円)として設立

非鉄金属リサイクル業を開始

6月 静岡県(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を取得 その後東海4県の許可も取得

産業廃棄物収集運搬業を開始

7月 静岡県 古物営業許可取得(静岡県公安委員会第491270003431号)

同 金属くず商許可所得(静岡県公安委員会第258号)

2011年2月 東京都品川区に東京営業所を開設

3月 東京都(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を取得 その後関東4県の許可も取得

2013年3月 東京営業所を東京都大田区に移転

7月 エコアクション21 認証取得

9月 東京都 古物営業許可取得(東京都公安委員会第302211308444号）

12月 岐阜県使用済金属類営業許可を取得(岐阜県公安委員会第531020042号)

2014年6月 静岡県・愛知県 優良産業廃棄物処理業者に認定

2015年1月 平成26年度 浜松市新エネ・省エネ対策トップランナー「AA」に認定

7月 エコアクション21 更新

2016年1月 平成27年度 浜松市新エネ・省エネ対策トップランナー「AA」に認定

2017年1月 保有許可の全てに優良認定を受ける

7月 エコアクション21 更新

2018年2月 平成29年度 浜松市エコドライブ実践事業所に認定

沿革



トップメッセージ

資源がないと言われる日本の中で、都市鉱山は世界でも有数です。
そして、日本は最大の資源である人材が世界でもトップに入るほど
豊富です。
KAWARYO PGMはこの2大資源（都市鉱山と人材）を世の中
に還元していきたいと思います。

経営理念
従業員の幸せを追求する

経営ビジョン
他人を思いやり（利己より利他)、常に現状に満足せず（向上心）、未来永劫続く会社
（常にイノベーション）を作る人材を恒久的に輩出する会社

事業方針
・貴金属・レアメタルを中心に、国内外問わず都市鉱山を発掘・回収・
精錬する

・新事業を考え取り組む



PGM社員憲章

■ 【PGM社員として】
私たちは、株式会社KAWARYO PGMの社員として、自分の行動に責任を持ち、顧客
のため・同僚のため・地域社会のためにその義務と責任を果たします。

■ 【従業員の尊重】
私たちは、仕事を通じて自らの成長と幸せを追求します。

■ 【お客様の満足】
私たちは、誠意を持ってお客様と向き合い、感動と喜びを分かち合います。

■ 【公正・透明な企業活動】
私たちは、企業活動に伴う各種法令を遵守するとともに、業務における安全性を確保
し他社をむやみに侵害することのないよう行動します。

■ 【適切な情報の取扱い】
私たちは、業務上知り得たお客様の情報、会社が保持する機密情報や個人情報を慎
重に管理し、在職中のみならず退職後も不正または不当に開示・漏洩しません。

■ 【社会貢献活動】
私たちは、企業市民としての責任を自覚し、社会の健全かつ継続的な発展のため、
社会貢献活動に積極的に取り組みます。

■ 【環境保全】
私たちは、自然と共存し、地球環境や天然資源をまもるために環境と安全に配慮した
企業活動を行います。



現在、環境問題は、地球規模となり、人々の生活に大きく関わっています。
一人一人が出来ること、市や国が出来ること、スケールは様々ですが、企業が出来ることの一つとして、限り
ある資源を大切にそして有効に利用していくことがあります。
私たち、KAWARYO PGMでは「リサイクルで変わります」を合言葉に、限りある資源に配慮し、人々に喜
ばれる事業を目指しています。

貴金属
リサイクル事業

合言葉は「リサイクルで変わります！」

歯科用金属、貴金属・希少金属のリサイクル。
金・銀・プラチナ・パラジウムを買取して都市鉱山に眠る貴金属・希少金属を有効に再利用しています。
工場にて一件一件丁寧に貴金属を精錬することで、高いリサイクル率を実現しています。
回収・精錬・加工・再生までグループの各分野の特性を最大限に活かした“一貫体制システム”で
無駄のないリサイクルを可能にしています。

スクラップの回収

分析・精錬

リサイクル・再利用



優良産廃処理業者認定制度とは、平成２２年度廃棄物処理法改正により創設、平成23年4月1日より
運用開始された、通常の許可基準より厳しい基準をクリアした産業廃棄物処理業者を優良事業者として認
定する新制度です。
私たちKAWARYO PGMでは、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を
下記の自治体で所有しています。また、その許可証全てにおいて優良産業廃棄物処理業者認定を受けてい
ます。

環境保全事業

静岡県・愛知県・三重県・岐阜県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県

産業廃棄物収集運搬業 ～優良産業廃棄物処理業者～

省エネトップランナー

エネルギー使用量の低減に率先的に取り組む事業者を浜松市がトップランナー事業者として認定する
制度です。
対象となるのは、浜松市内に事業所を持つ事業者で、エコ事業所部門（施設におけるエネルギー使
用量の低減）と、エコドライブ部門（車両におけるエネルギー使用量の低減）の２部門があります。

KAWARYO PGMでは、エコ事業所部門において3年連続[AA」クラスの認定を受けました。

エコドライブ認定事業所

環境に配慮したエコドライブに継続的に取り組む事業所を認定事業
所として認定することで、運輸部門における二酸化炭素排出削減を
促進し、地球温暖化対策を推進することを目的とした制度です。

KAWARYO PGMでは、平成29年度エコドライブ認定事業所に
認定されました。



環境活動

エコアクション21 認証登録

エコアクション21認証・登録制度は、中小企業等の幅広い事業者に対して「環境への取
組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用し、環境への目標を持ち、行動し、結果
を取りまとめ、評価し、公表する」ための方法として環境省が策定したガイドラインに基づく認
証・登録制度です。

エコアクション21とは

基本理念

私たちKAWARYO PGMは、非鉄金属リサイクルと産
業廃棄物収集運搬業を通じ、限りある資源を大切に
そして有効に利用して、環境と調和した社会づくりに貢
献します。

環境指針

1. 環境関連法規及び条例等を遵守します

2. 二酸化炭素排出量の削減に努めます

3. 廃棄物の排出量の削減に努めます

4. 水使用量の削減に努めます

5. グリーン購入を推進します

6. 環境に配慮したサービスを提供します

7. 社会の一員として地域社会活動に貢献します

認証・登録番号0009484

環境への取組を推進し、持続可能な社会を実現することを目的として環境省によって策定され
たのが「エコアクション21」です。
私たちKAWARYO PGMでは、平成24年10月キックオフ宣言が行われ、エコアクション21認
証・登録制度に取組むことを公表し、全職員で取組を行ってきました。平成25年7月、エコアク
ション21認証・登録を取得しました。



■ 二酸化炭素排出量
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■ エネルギー使用量
単位：千Mj
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■ 車両の平均燃費
単位：Km/ℓ

環境への取組の記録



地域に根ざした企業であるために

私たちKAWARYO PGMは、地域に根ざした企業であるために、様々な地域活動に参加
しています。企業活動を通じて、環境と調和した社会作りに貢献します。

2017年7月13日 会社周辺の清掃活動

2017年11月9日 幹線道路ゴミ拾い



KAWARYO
GROUP

㈱KAWARYO PGM 本社
0120-51-0319

㈱KAWARYO PGM
東京営業所

株式会社 サンコー大阪
〒577-0016 大阪府東大阪市長田西1-1-17
TEL：072-961-9335 FAX：011-351-1174

ユタカ 株式会社
〒604-8461 京都府中京区西ノ京中保町10-1
TEL：075-406-7341 FAX：075-406-7342

株式会社 ピージーエム・プラス
〒770-0006 徳島県徳島市北矢三町3-1-55
TEL：088-679-8162 FAX：088-679-8163

株式会社 KAWARYO九州
本 社 〒860-0052 熊本県熊本市西区田崎本町10-4

TEL：096-356-2578 FAX：096-274-1221
福岡営業所 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎1-11-11-1F

TEL：092-409-2418 FAX：092-409-2427
鹿児島営業所 〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-33-18

TEL：099-297-6938 FAX：099-297-6935
沖縄営業所 〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古2-7-12

TEL：098-897-4002 FAX：098-988-0248


