
不要なものなんてない
－地球のためにわたしたちが出来ること－

company profile

株式会社　功和産業



企業理念

会社情報

　「株式会社功和産業」は2002年の４月に「－健全堅実－ 独自性と専門性を発揮し、地域社会
の発展と繁栄に貢献する。」を経営理念とし有限会社功和産業として従業員４名でスタート
しました。設立当初は医療系の産業廃棄物収集運搬業をメインとし家具販売及び修理等と
邁進してまいりました。それが現在ではお客様や取引業者、また何より社員に恵まれ、従業
員34名までの企業となりました。設立当初からの業務拡大に加え、医療系廃棄物以外の産
業廃棄物収集運搬業への取組から産業廃棄物の中間処理場の設置。また一般貨物運送事業等
へと成長してまいりました。お陰様で本社の移転に加え中間処理場の設置、岩手支店開設、
五戸支店開設と展開しております。

　経営理念である「健全堅実」をモットーにお客様へのサービスを一番に法律に遵守し、「やっぱり功和産業に頼んで良
かったね！」とか、「安心だね！間違いないね！」と思われるよう頑張ってまいりました。これからも皆様への感謝の気持ち
を忘れず、よりよいサービスの提供、提案等できるよう全社員一丸となって頑張ってまいります。
　近年では人員不足が騒がれている中、弊社では設立当初から人材育成、社員教育に力を入れており、社員に関してはお客
様からお褒めのお言葉を頂いたりしております。実は、これが私にとって一番嬉しいことです。社員が生き生きしているのが
何よりです。生き生きしていなければお客様や取引先にも良いものを提供できません。そして何より社員の家族に喜んで頂き
たいのです。
　今でいう「社員ファースト」ですかね！その先にお客様や取引先の笑顔があると思います。

商　　号　株式会社功和産業

設　　立　2002年４月15日

資 本 金　10,000,000円

代 表 者　代表取締役　舘　　功悦（平成16年９月27日　就任）

役 員 等　取締役会長　木村　啓一（平成16年９月27日　就任）
　　　　　取締役常務　戸賀澤　傳（平成16年９月27日　就任）
　　　　　取　締　役　舘　　早苗（平成30年４月１日　就任）

従業員数　　34名

所 在 地　本社・中間処理施設
〒039－1161　青森県八戸市大字河原木字高森4番地15
ＴＥＬ：0178－51－2271　　ＦＡＸ：0178－51－2272
岩手支店
〒020－0002　岩手県盛岡市桜台一丁目27－19
ＴＥＬ：019－669－2323　　ＦＡＸ：019－669－2324
五戸支店・運送事業部
〒039－1525　青森県三戸郡五戸町字地蔵岱15番地249
ＴＥＬ：0178－80－7572　　ＦＡＸ：0178－80－7573

業務内容　１．特別管理産業廃棄物収集運搬業
２．産業廃棄物収集運搬業
３．産業廃棄物処分業
４．建築物の清掃業
５．建築資材の販売業
６．家具、インテリア用品の販売業
７．家具、インテリア用品の修理、リフォーム業
８．一般貨物自動車運送事業
９．貨物自動車利用運送事業

当社では、「"健全堅実" 独自性と専門性を発揮し地域社会の発展と繁栄に貢献する」
をモットーに日々励んでおります。

会社概要
company

ご　挨　拶

代表取締役　舘　功悦



取得許可一覧

沿　　　　革

種　　　　　類

産業廃棄物
収集運搬業

・燃え殻
・廃油
・廃アルカリ
・紙くず
・繊維くず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・廃プラスチック類
これらのうち、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除き、
石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。

・汚泥
・廃酸
・がれき類
・木くず
・ゴムくず

青森県：00200084920
八戸市：12210084920
岩手県：00300084920
秋田県：00501084920

青森県：00250084920
八戸市：12260084920
岩手県：00350084920
秋田県：00551084920

八戸市：12220084920

感染性産業廃棄物、廃石綿等

［圧縮］
処理項目

・廃プラスチック類
・紙くず
・ゴムくず 各1.6ｔ
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
※各0.2ｔ/時　各８時間稼動（２台設置）
これらのうち、自動車等破砕物及び
特別管理産業廃棄物であるものを除く

産業廃棄物
処　分　業

特 別 管 理
産業廃棄物
収集運搬業

許可都道府県・市区・許可番号

処理能力 ※
［破砕］

処理項目
・廃プラスチック類 4.5ｔ/日
・紙くず 4.0ｔ/日
・ゴムくず 4.3ｔ/日
・繊維くず 4.4ｔ/日
※各８時間稼動
これらのうち、自動車等破砕物及び
特別管理産業廃棄物であるものを除く

処理能力 ※

2002年４月　　資本金800万円で『有限会社功和産業』設立
2002年５月　　青森県・岩手県で産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得
2002年７月　　７月１日より産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業開始
2002年11月　　いわき市（福島県）で産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得
2002年12月　　『有限会社 功和産業 物流センター』開設
2003年12月　　『物流センター』にて産業廃棄物処分業（圧縮）の許可取得、及び処分業開始
2004年３月　　組織変更により社名を、『有限会社功和産業』から『株式会社功和産業』とする
2005年８月　　『株式会社功和産業　盛岡営業所』開設
2007年７月　　産業廃棄物処分業（破砕）の許可を追加取得
2007年７月　　産業廃棄物収集運搬業事業範囲を変更（廃プラスチック類“積替え又は保管”追加）
2007年８月　　一般貨物自動車運送事業の許可取得
2007年10月　　一般貨物自動車運送事業の運輸開始
2008年２月　　特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲を変更（感染性産業廃棄物“積替え又は保管”追加）
2008年４月　　盛岡市の中核市移行（平成20年4月1日）に伴い盛岡市における弊社許可番号追加
2009年１月　　『盛岡営業所』を『岩手支店』とする
2009年６月　　岩手県の基準適合産業廃棄物処理業者（格付制度）の認定取得
2011年６月　　本社を物流センターに移転（青森県八戸市大字河原木字高森４番地15）
2012年８月　　『株式会社功和産業　五戸支店』開設
2017年１月　　八戸市の中核市移行に伴い八戸市における弊社許可番号追加
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（ （

（ （



株式会社功和産業の収集運搬業について
弊社収集運搬部門では、

営業担当スタッフ・収集運搬担当スタッフをはじめ全社員が一丸となり、
より良いサービスを提供できるよう常に心掛けております。

その一環として、産業廃棄物処理を安心して委託して頂けるよう、
主に医療廃棄物を収集運搬する車両には、保冷設備を完備したものを保有しております。

　医療廃棄物の運搬に関しては、主にボックスタイプの保冷車に
て収集運搬しております。
　また、産業廃棄物（廃プラスチック類、金属くず等）の運搬に関し
ましては、脱着装置付コンテナ専用車（アームロール車）及びクレー
ン車・パッカー車等にて産業廃棄物を収集運搬しております。

収集運搬業
carry

車両紹介

バン
（パワーゲート付保冷車）
積載量：２ｔ～３ｔ　保有台数：７台

脱着装置付コンテナ専用車
（アームロール車）

積載量：３ｔ～４ｔ　保有台数：２台

塵芥車
（パッカー車）

積載量：1.5ｔ　保有台数：１台

キャブオーバ
（小型～中型クレーン車）

積載量：３ｔ～７ｔ　保有台数：６台

ダンプ
（大型ダンプ車）

積載量：10ｔ　保有台数：２台

キャブオーバ
（大型クレーン車）

積載量：12ｔ　保有台数：４台

キャブオーバ
（中型～大型平ボディ車）

積載量：４ｔ～14ｔ　保有台数：８台



容器紹介
container introduction

感
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種
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物

専
用
容
器

スチール缶（20Ｌ）
W240*D240*H350

スチール缶（55Ｌ）
400Φ*H520

ドラム缶（200Ｌ）
620Φ*H520

ビニール袋（50Ｌ）
W700*H800

段ボール容器（50Ｌ）
W325*D325*H500

廃液専用容器（10Ｌ）
W250*D250*H240

スチール缶（20Ｌ）専用
W330*D450*H470（780）

段ボール容器（80Ｌ）専用
W570*D610*H540（1010）

スチール缶（55Ｌ）専用
W460*D600*H670（1100）

プラスチック容器（20Ｌ）専用
W300*D500*H430（700）

プラスチック容器（50Ｌ）専用
W400*D500*H670（960）

各
種
コ
ン
テ
ナ
等 コンテナ（２㎥）

W1300*D1860*H1160
蛍光管回収BOX（２Ｌ）
W1340×D335×H149

乾電池回収BOX（２Ｌ）
W190*D190*H100

コンテナ（８㎥）
W2050*D3680*H1440

コンテナ（10㎥）
W2050*D3680*H1840

KOHWAシークレットBOX（25Ｌ）
W425*D305*H200

プラスチック容器（20Ｌ）
W327*D315*H299

プラスチック容器（50Ｌ）
W438*D310*H554

段ボール容器（40Ｌ）
Ｗ300*Ｄ300*Ｈ444

段ボール容器（80Ｌ）
Ｗ496*Ｄ404*Ｈ404

注射針専用ボックス（２Ｌ）
W200*D115*H165

　回収した産業廃棄物（主に非感
染性廃棄物）をドラム缶に投入
し、プレス機にて圧縮処理を
行います。ドラム缶に圧縮処理
された産業廃棄物は、ドラム缶

のまま弊社処分委託先の製鋼用電気炉に投入され焼却・
溶融処理されます。
　焼却・溶融処理された産業廃棄物は鉄鋼製品及びスラグ
等としてリサイクル処理されるため、埋立等による最終
処分の必要がありません。

処分業（圧縮）

処分業
disposal

　塵芥車（パッカー車）等にて回収
した産業廃棄物（主に廃プラスチッ
ク類）をタイヤショベルにて破砕機
へ投入し、破砕処理を行います。
破砕処理した産業廃棄物は、弊社

処分委託先へ自社にて運搬し、リサイクル処理されます。
　破砕処理後の産業廃棄物は、リサイクル処理されるため、
埋立等による最終処分の必要がありません。
（※但し、最終処分先として複数の処分場と委託契約している
ためこの限りではありません。）

処分業（粉砕）



〒039－1525  青森県三戸郡五戸町字地蔵岱15番地249

TEL : 0178 － 80 － 7572　　FAX : 0178 － 80 － 7573 

『信用・信頼・安全』を主に明るく元気な楽しい輸送
弊社一般貨物運送部門では、大型トラックを主体として地元企業の運送に携わる業務を行っております。

また、あらゆる荷物に対応できるよう多種多様な車両を保有しております。

運送事業
transportation

車両紹介

五戸支店・運送事業部

キャブオーバ
（中型～大型平ボディ車）

あらゆる荷物に対応し荷物を大量に運べる
車両

積載量：４ｔ～14ｔ　保有台数：８台

キャブオーバ
（大型クレーン車）

クレーンで自ら荷物を積み降ろしでき、現場
作業に最適な車両

積載量：12ｔ　保有台数：４台

キャブオーバ
（大型セルフクレーン車）

大型機械、重機車両等の運搬に適した車両
でクレーン作業も可能

積載量：11.6ｔ　保有台数：１台

ダンプ
（大型ダンプ車）

土砂等の運搬に使用する車両

積載量：10ｔ　保有台数：２台

キャブオーバ
（小型～中型クレーン車）

クレーンで自ら荷物を積み降ろしでき、現場
作業に最適な車両

積載量：３ｔ～７ｔ　保有台数：５台

有資格者情報
資格者数

19名

12名

２名

13名

14名

16名

19名

１名

７名

３名

資　　格　　名

大型自動車第一種免許

車両系建設機械（整地等）運転技能講習

車両系建設機械（解体用）運転技能講習

大型特殊自動車免許

フォークリフト運転技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

玉掛技能講習

石綿取扱い作業従事者特別教育

運行管理者資格者

整備管理者



青森・岩手を中心に地域に密着した
きめ細かなサービスを提供致します

本社・中間処理施設
青森県八戸市大字河原木字高森4番地15
ＴＥＬ：0178－51－2271

五戸支店・運送事業部
青森県三戸郡五戸町字地蔵岱15番地249
ＴＥＬ：0178－80－7572

岩手支店
岩手県盛岡市桜台一丁目27－19
ＴＥＬ：019－669－2323



■ 本社・中間処理施設
〒039－1161  青森県八戸市大字河原木字高森4番地15
ＴＥＬ：0178－51－2271　ＦＡＸ：0178－51－2272
ｈttp://www.kohwa-kks.co.jp/

■ 岩手支店
〒020－0002  岩手県盛岡市桜台一丁目27－19
ＴＥＬ：019－669－2323　ＦＡＸ：019－669－2324

■ 五戸支店・運送事業部
〒039－1525  青森県三戸郡五戸町字地蔵岱15番地249
ＴＥＬ：0178－80－7572　ＦＡＸ：0178－80－7573

ご相談は 　 info@kohwa-kks.co.jp
株式会社 功和産業

Ｒ２.７


