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CORPORATE PROFILE

TREホールディングス株式会社

再生可能エネルギー100％で、 印刷工場が所有する施設や車両、 購入した電力などエネルギーの製造時に排出  
 されるCO₂全量をカーボンオフセット（相殺）した「CO₂ゼロ印刷」で印刷しています。 また大気汚染の原因物質で
あるVOC（揮発性有機化合物）を削減したノンVOCインキを使用しています。



私たちの社会は、大量生産・大量消費・

大量廃棄で経済成長を遂げました。それ

は、豊かさと同時に地球温暖化をはじめ

とする多くの歪みを生み出してきました。

リサイクルを推進していくためには、大量

生産・大量消費・大量廃棄という “常識”

から脱却する必要があります。そのため

には廃棄物を起点としたモノづくり、す

なわち廃棄物の再資源化によって、あら

ゆる廃棄物を資源に生まれ変わらせ再

利用できるようにする、高度循環型社

会を実現することが必要です。

天然資源を使ってモノを創る産業は、

人体の血液循環になぞらえて「動脈産

業」と呼ばれています。一方、それら

の使用後、廃棄物として回収・処理し、

再資源化する産業は「静脈産業」と呼

ばれています。

高度循環型社会を実現するためには、

「動脈産業」がリサイクルしやすい商品

づくりをし、再生資源を積極的に使用

するとともに、「静脈産業」は良質な再

生資源を安定的に供給するなど、両者

の密接な連携が求められています。

「高度循環型社会、脱炭素社会」を実

現するため、世界に誇れる環境ビジネ

スモデル構築を目指し、TRE ホールディ

ングスは誕生しました。

この経営統合が静脈産業にとってひと

つの大きな転機になるように、タケエイ

とリバーホールディングスの力を合わ

せ、総合環境企業として「静脈メジャー」

を目指します。

私たちは廃棄物の収集運搬からリサイ

クル、最終処分まで一貫して行うことは

もちろん、バイオマス発電や廃棄物か

らのエネルギー回収などによって脱炭

素社会の実現に貢献します。タケエイ

とリバーホールディングス、それぞれの

持つリソースを掛け合わせることにより

シナジーを生み出し、地球温暖化や資

源枯渇化、廃プラスチック問題などに

取り組みます。そして、私たちと志を同

じくする企業や地域社会とも手を携え、

事業領域をさらに拡大し、持続可能な

社会の実現に貢献してまいります。

これまで

静脈産業が担う役割

TRE の誕生

これから

地球の環境保全に
貢献する。
高度循環型社会・脱炭素社会へ。
地球規模での深刻な環境破壊や気候変動の影響に対して、

高度循環型社会ならびに脱炭素社会への貢献を図ります。

自然との調和、地域の生態系と共生し、「総合環境企業」として、

リサイクル事業の深化、エネルギー事業を推進していきます。

また、そのための技術開発に積極的に挑戦します。

あらゆるステークホルダーとのバランスの取れた関係を一層強化し、

持続的に成長する経済社会の実現に貢献するための

サステナビリティ経営を実践します。



昨今、気候変動をはじめ、資源・エネ

ルギーの枯渇、海洋プラスチック問題

などが世界共通の課題となり、皆様も

異常気象による自然災害の頻発などに

より身をもって危機感を覚えていること

と思います。このような地球規模の持

続可能性を阻害する問題を解決するた

めに、株式会社タケエイとリバーホール

ディングス株式会社は経営統合を行い、

2021 年 10月より TREホールディングス

株式会社としてスタートしました。

私たち TRE ホールディングスが実現し

たいことは、限りある資源を活かしきり、

まだ解決の糸口が見つからない問題に

一つでも多くの解を生み出していくこと

です。そのためには、20 世紀型の大量

生産・大量消費・大量廃棄型経済「リ

OUR BUSINESS ｜ TRE の事業紹介

ニアエコノミー」により生じた様々な課

題を解決しなければなりません。その上

で、あらゆる廃棄物を再生材へとリサイ

クルまたはリユースさせる「サーキュラー

エコノミー」を実現する必要があります。

日本は資源を持たない国です。サーキュ

ラーエコノミーへ移行し、限られた資源

を有効に活用していくことが、この先最

重要となるでしょう。

こうしたビジョンを実現するために、私

たちは統合によって社会的信用とプレ

ゼンスを高めて、自治体や行政をはじ

めあらゆるプレーヤーと協働を図り、

高度循環型社会の実現を目指します。

具体的には、動脈産業であるメーカー

側と連携し、再生可能なモノづくりを

リードするなど、これまで以上に良質

な再生材を安定的に供給できる体制の

構築を急ぎます。

社会全体で環境に対する意識が大きく

変わりつつある今、様々な技術を生み

出し、業界を先導していくことが私たち

の務めです。そのために、資源循環の

ためのリサイクル事業の深化、カーボン

ニュートラルに向けたエネルギー事業の

推進、新たな技術開発への挑戦という

3 つの成長戦略を掲げて取り組んでまい

ります。

この統合はゴールではなく、地球環境

を守る企業集団をつくるスタートです。

同じ志を持つ静脈企業との協働や提携

なども視野に入れ、環境課題を解決し、

持続的な社会を実現します。私たちの

新しい挑戦にご期待下さい。

私たちには「高度循環型社会の形成」

と「脱炭素社会の実現」という二つの

使命があります。

高度循環型社会とは、あらゆる廃棄物

を資源に生まれ変わらせ、再生利用す

る社会です。現在の生活水準を保つに

は、地球 2.8 個分の天然資源が必要と

言われています。天然資源には限りがあ

る一方で、ゴミとして廃棄されたもので

も、再利用できれば資源になります。

そのために、動脈産業と連携し、リサ

イクルしやすいモノづくりのために知見

を提供するなど、新たな技術開発や業

務提携を推進します。

また、TRE グループは、2026 年度を目

処に、自らの事業活動で使用する電力

をカーボンニュートラルにすることを目

標としています。そして、森林間伐材や

街路樹剪定枝等を活用して発電するだ

けでなく、育苗や植林によって CO₂の

削減も目指し、脱炭素化に貢献します。

発電時に発生する余熱でトマトやキクラ

ご挨拶

TREの資源循環フロー

TREが実現したい二つの使命

同じ志を持つ静脈企業との協働や提携なども視野に入れ、
環境課題を解決し、持続的な社会を実現します

ゲを栽培するなど、エネルギーは余すと

ころなく使います。また、再生資源を原

材料に製品を作ると、CO₂排出量が低

減できると言われており、高品質な再生

資源の安定供給を具現化することなども

必要です。

この二つの使命を果たすため、私たちは

お互いの強みを最大限生かし、事業に

取り組んでまいります。

私たちが目指すのは、未来に向かって

捨てない、サステナブルな社会です。

産業廃棄物や家電、使用済自動車など

を受け入れ、人の手や選別機、破砕機

などによる中間処理を行い、金属やプ

ラスチック、木、紙などの素材ごとに再

資源化（マテリアルリサイクル）します。

マテリアルリサイクル出来なかった廃プ

ラスチック等は、固形燃料 RPF の原料

として再利用され、グループ内の発電

所で活用しています（サーマルリサイク

ル）。また、バイオマス発電から発生す

る余熱は、農業などにも生かしていま

す。中間処理後、再資源化できない残

渣物は最終処分場へ埋め立てます。埋

立完了した自社最終処分場の跡地は、

太陽光発電施設やパークゴルフ場とし

て有効活用しています。

今後は、この一連のプロセスで得た知

見を製品メーカーに還元して再資源化・

再生利用しやすいモノづくりを推進し、

より環境負荷の少ない社会づくりに貢

献します。

高度循環型社会 脱炭素社会

製品メーカー
建築現場

RPF

MATERIAL

消費者
法人・個人

廃棄物

RPF製造
（固形燃料）

バイオマス
発電所

電力会社

自社最終処分場
（他社最終処分場）

中間処理
産業廃棄物、一般廃棄物
家電、使用済自動車、
森林の間伐材 etc.. ゴルフ場や太陽光エネルギーで

跡地利用も

健全な森林を
守るため
間伐・植林事業も

金属、プラスチック、
木、紙、コンクリート etc...

トマト・
キクラゲ栽培など

500 台以上の
車両保有

売電

発電時の余熱利用

バイオマス発電

循環型社会に向けた
商品開発へのフィードバック

RPF燃料供給・
副資材供給

サーマル
リサイクル

収集・運搬

最終処分

素材メーカー

マテリアルリサイクル

資源リサイクル・
産業廃棄物処理リサイクル

代表取締役会長 CEO　松岡 直人 
代表取締役社長 COO　阿部 光男
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限りある資源を活かしきる。廃棄物を資源に戻す。森林間伐材等から電力を生みだす。

環境性能の高い技術や施設をつくる。地球環境の保全のために取り組む事業のすべてを紹介します。

廃棄物処理・再資源化事業

森林間伐材等を燃料とした木質バイオマス発電により生み出したク

リーンな電気を、地域の小中学校や公共施設等へ供給し、「電力

の地産地消」を実現しています。また、地元・周辺自治体や林業

事業者の皆様と連携し、燃料材の安定調達体制を構築しているほ

か、発電時に発生する余熱で農作物の栽培なども行っています。

建物解体・建設現場や製造工場から発生する鉄筋や鉄骨、生産工

場で発生する端材、使用済みとなった自動車などを仕入れ、せん断・

圧縮・破砕処理を行っています。また、廃家電（エアコン・TV・冷蔵庫・

洗濯機）や小型家電、ホームセンター・コンビニなどから使用済み

の什器類を受け入れ、手解体・破砕・選別処理を行っています。

再生可能エネルギー事業

環境エンジニアリング事業では環境装置やプラント、特殊

車輌の開発・製造・販売を行っています。環境コンサルティ

ング事業では計量証明業務、環境対策工事及び有害廃棄

物等の調査・分析や自治体向けに環境アセスメント関連業

務など、様々なコンサルティングサービスを提供しています。

その他の事業
（環境エンジニアリング事業／
環境コンサルティング事業）

RECYCLE
ENERGY

ENGINEERING
CONSULTING

産業廃棄物の収集運搬、中間処理・
再資源化及びランドフィル（最終処分）

OUR BUSINESS ｜ TRE の事業紹介

事業紹介

建設現場や工事などから排出される産業廃棄物を収集・運搬

し、リサイクル工場において、破砕・選別・異物除去・圧縮

などを行っています。特に、中間処理工程を通じた土木資材、

石膏ボードなどへの製品化、紙くず・廃プラスチックなどを利

用した固形燃料 (RPF) 化や、粉塵を利用した製鉄副資材 ( エ

コ・フォーム ) の製造への取り組みを強化してます。

また、廃液、スクラップ、焼却灰等の中間処理・再資源化を

行い、リサイクルが出来ない残渣物などの最終埋立処分を行っ

ています。

埋立が完了した最終処分場の跡地は、太陽光発電施設やパー

クゴルフ場として有効活用しています。

金属・家電・使用済自動車
等のリサイクル

資源リサイクル事業
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　  環境保全株式会社

〒036-0164 青森県平川市松崎西田 41 番地 10
TEL：0172-43-1100　FAX：0172-43-1166

 株式会社津軽バイオマスエナジー

〒036-0221 青森県平川市中佐渡下石田 35 番地 1
TEL：0172-57-4444　FAX：0172-57-4445

　  株式会社津軽あっぷるパワー

〒036-0164 青森県平川市松崎西田 41 番地 10
TEL：0172-57-4400　FAX：0172-57-4405

　  株式会社津軽エネべジ

〒036-0221 青森県平川市中佐渡下石田 35 番地 1
TEL：0172-57-4400

　  株式会社大仙バイオマスエナジー

〒019-2521 秋田県大仙市協和稲沢字台林 16 番地の 1
TEL：018-827-5002　FAX：018-827-5003

　  株式会社大仙こまちパワー

〒019-2521 秋田県大仙市協和稲沢字台林 16 番地の 1
TEL：03-6361-6820（㈱タケエイ　エネルギー事業部直通）
FAX：03-6361-6822（㈱タケエイ　エネルギー事業部直通）

　  株式会社花巻バイオマスエナジー

〒025-0303 岩手県花巻市大畑第 9 地割 92 番地 24
TEL：0198-29-5701　FAX：0198-29-5703

　  花巻バイオチップ株式会社

〒025-0303 岩手県花巻市大畑第 9 地割 92 番地 24
TEL：0198-29-6883　FAX：0198-29-6880

　  株式会社花巻銀河パワー

〒025-0303 岩手県花巻市大畑第 9 地割 92 番地 24
TEL：0198-29-5701　FAX：0198-29-5703

　  株式会社タケエイ林業

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 A-10 階
TEL：0198-29-5706　FAX：0198-41-6939

　  株式会社グリーンアローズ東北

〒989-2424 宮城県岩沼市早股字前川 1 番地の 21
TEL：0223-23-1070　FAX：0223-23-1075

　  東北交易株式会社

〒960-8076 福島県福島市上野寺字西原 42 番地の 3
TEL：024-591-4110　FAX：024-591-4119

　  株式会社田村バイオマスエナジー

〒963-4111 福島県田村市大越町上大越後原 10 番 66
TEL：0247-73-8263　FAX：0247-73-8264

　　　株式会社タケエイ
本社
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 A-10 階
TEL：03-6361-6830　FAX：03-6361-6835
[ 東京営業部 ]　　TEL：03-6361-6840　FAX：03-6361-6846
[ 戦略営業部 ]　　TEL：03-6361-6840　FAX：03-6361-6846
[ 神奈川営業部 ]　TEL：03-6361-6850　FAX：03-6361-6857
[ 住宅営業部 ]　　TEL：03-6361-6860　FAX：03-6361-6863

千葉営業部
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町 24-9 千葉ウエストビル 6 階
TEL：043-246-6066　FAX：043-302-2910

物流車両基地
〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町 1-3
TEL：044-270-2858　FAX：044-270-2859

市川事業所
〒272-0013 千葉県市川市高谷 1976-6
TEL：047-327-2422　FAX：047-327-2433

川崎リサイクルセンター
〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町 10-11
TEL：044-280-1587　FAX：044-288-2685

東京リサイクルセンター
〒143-0002 東京都大田区城南島 3-4-3
TEL：03-5755-8811　FAX：03-5755-8815

四街道リサイクルセンター
〒284-0021 千葉県四街道市長岡 272-1
TEL：043-424-1021　FAX：043-424-1022

塩浜リサイクルセンター
〒210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜 3-22-1
TEL：044-287-2501　FAX：044-287-2503

大木戸事業所
〒267-0057 千葉県千葉市緑区大木戸町 1197-5
TEL：043-295-8841　FAX：043-294-2044

成田事業所
〒286-0822 千葉県成田市芝 1487
TEL：0476-36-6571　FAX：0476-36-6572

相馬事業所開設準備室
〒976-0005 福島県相馬市光陽 2-2-4
TEL：0244-26-8687　FAX：0244-26-8687

福島営業所
〒976-0005 福島県相馬市光陽 2-2-4
TEL：0244-26-5321　FAX：0244-26-5322

東北支店
〒989-2424 宮城県岩沼市早股字前川 1-21
TEL：0223-23-1875　FAX：0223-23-1876

　リバーホールディングス株式会社
本社
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 15 階
TEL：03-5204-1890　FAX：03-3277-3277 

両国分室
〒130-0021 東京都墨田区緑 1-4-19
TEL：03-6365-1200　FAX：03-6365-2507

グループ会社・事業所一覧
私たちは、製造拠点の多い関東圏を中心に約 60 箇所の拠点を展開しています。

産業廃棄物が発生する地域の近くに拠点を構え、

より確かな静脈プラットフォームを築いています。

GROUP COMPANIES, OFFICE ｜ グループ会社・事業所一覧

資源リサイクル事業

廃棄物処理・再資源化事業

再生可能エネルギー事業

その他の事業（環境エンジニアリング事業／環境コンサルティング事業）

　  株式会社ふくしま未来パワー

〒963-4111 福島県田村市大越町字後原 10 番地 66
TEL：03-6361-6820（㈱タケエイ　エネルギー事業部直通）
FAX：03-6361-6822（㈱タケエイ　エネルギー事業部直通）

　  株式会社ギプロ

〒340-0807 埼玉県八潮市新町 32 番地
TEL：048-933-2181　FAX：048-933-2182

　  株式会社アースアプレイザル

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目 4 番 6 号
TEL：03-5298-2151　FAX：03-3252-5411

　  株式会社タケエイエナジー & パーク

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 A-10 階
TEL：03-6361-6826　FAX：03-6361-6834

 メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社

東京エコファクトリー
〒136-0082 東京都江東区新木場 4-2-21
TEL：03-5569-1956　FAX：03-5569-1797

 JW ガラスリサイクル株式会社

〒136-0082 東京都江東区新木場 4-3-32
TEL：03-3521-6303　FAX：03-3521-6305

 イツモ株式会社

本社
〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町 210
TEL：043-423-3415　FAX：043-420-0005

　  市原グリーン電力株式会社

〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通 1 番地
TEL：0436-41-1220　FAX：0436-41-1292

　  株式会社タケエイグリーンリサイクル

本社 ( 横須賀バイオマス発電所 )
〒237-0062 神奈川県横須賀市浦郷町五丁目 2931 番地 15
TEL：046-876-8427　FAX：046-876-8428

　  株式会社横須賀アーバンウッドパワー

〒237-0062 神奈川県横須賀市浦郷町五丁目 2931 番地 15
TEL：03-6361-6820（㈱タケエイ　エネルギー事業部直通）
FAX：03-6361-6822（㈱タケエイ　エネルギー事業部直通）

　  株式会社グリーンアローズ関東

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町 16 番地 6
TEL：046-869-3966　FAX：046-869-0508

　  株式会社池田商店

〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町 2046 番地 13-2 階 C
TEL：045-924-6025　FAX：045-924-6026

　  株式会社タケエイメタル

〒421-1212 静岡県静岡市葵区千代 512 番地の 3
TEL：054-277-0202　FAX：054-277-0212

海外：タイ 1拠点
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リバー株式会社

本社
〒130-0021 東京都墨田区緑 1-4-19
TEL：03-6365-1200（代）　FAX：03-6365-2507

広域営業部
〒130-0021　東京都墨田区緑 1-4-19
[ 営業推進グループ ]　TEL：03-6365-1201　FAX：03-6365-2501
[ 営業推進グループ 小型家電部門 ]　TEL：03-6365-1202　FAX：03-6365-2502
[ 非鉄金属グループ ]　TEL：03-6365-1211　FAX：03-6365-2691
[ プロジェクトグループ ]　TEL：03-6365-1200　FAX：03-6365-2507

藤沢事業所
〒252-0822 神奈川県藤沢市葛原 1786
TEL：0466-48-7781　FAX：0466-48-7827 

船橋事業所
〒273-0015 千葉県船橋市日ノ出 1-21-1
TEL：047-431-3245　FAX：047-434-3715

浦和事業所
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡 6-11-2
TEL：048-861-8680　FAX：048-864-7832

児玉事業所
〒367-0244 埼玉県児玉郡神川町八日市 647
TEL：0495-77-3151　FAX：0495-77-3847

川島事業所
〒350-0166 埼玉県比企郡川島町戸守 440
TEL：049-297-2111　FAX：049-297-3202

ELV 川島事業所
〒350-0166 埼玉県比企郡川島町戸守 440
TEL：049-297-2116　FAX：049-297-5043

ELV 柏事業所
〒277-0924 千葉県柏市風早 1-9-3
TEL：04-7192-2111　FAX：04-7192-0778 

東松山事業所
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町都 25-21
TEL：0493-57-2170　FAX：0493-57-2247

加須事業所
〒347-0042 埼玉県加須市志多見 2236
TEL：0480-61-2703　FAX：0480-62-3210

千葉事業所
〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町 210
TEL：043-423-1120　FAX：043-423-1350

相模原事業所
〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 3-10-14
TEL：042-773-2001　FAX：042-773-2009

富士事業所
〒417-0001 静岡県富士市今泉 795-1
TEL：0545-52-2558　FAX：0545-52-7971

富士非鉄事業所
〒417-0001 静岡県富士市今泉 490-1
TEL：0545-51-9880　FAX：0545-51-4588

伊勢崎事業所
〒372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町 1211-9
TEL：0270-23-8141　FAX：0270-40-7715

熊谷事業所
〒360-0202 埼玉県熊谷市妻沼東 5-68-1
TEL：048-567-0555　FAX：048-567-0556

那須事業所
〒324-0036 栃木県大田原市下石上 1505-11
TEL：0287-29-2777　FAX：0287-29-2779

市原事業所
〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通 7-3
TEL：0436-43-1261　FAX：0436-43-7282

イコールゼロ株式会社

〒381-0022 長野県長野市大字大豆島 4020 番地 3
TEL：026-221-8080　FAX：026-221-4505

　  株式会社信州タケエイ

〒392-0009 長野県諏訪市大字上諏訪字舟渡川西 1749 番地
TEL：0266-58-0022　FAX：0266-58-7122

　  株式会社門前クリーンパーク

〒927-2342 石川県輪島市門前町剱地口 1 番地
TEL：0768-45-1820　FAX：0768-45-1822

　  株式会社北陸環境サービス

〒921-8112 石川県金沢市長坂三丁目 1 番 1 号
TEL：076-242-8824　FAX：076-242-8871

　  富士車輌株式会社

〒524-0034 滋賀県守山市千代町 13 番地 1
TEL：077-583-1235　FAX：077-582-8805

サニーメタル株式会社

大阪事業所
〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉 1-1-13
TEL：06-6461-2818　FAX：06-6461-2513

　  HIDAKA SUZUTOKU（Thailand） Co., Ltd.

本社工場
チョンブリ県シラチャー郡ノンカム町（バンコク国際空港より 85km）
TEL：+66-38-110-565　FAX：+66-38-110-564

COMPANY PROFILE ｜ 会社概要

会社概要

TRE ホールディングス株式会社

TRE HOLDINGS CORPORATION

東京証券取引所プライム市場（9247）

2021 年 10 月 1日

〒100-0004

東京都千代田区大手町一丁目 7 番 2 号

東京サンケイビル 15 階

TEL：03-6327-2620（代表）

FAX：03-3277-3273

代表取締役会長 CEO　　  ：松岡 直人　

代表取締役社長 COO　　  ：阿部 光男　

取締役        ：鈴木 孝雄　

取締役     ：三本 守

社外取締役（監査等委員） 

社外取締役（監査等委員） ：大村 扶美枝

社外取締役（監査等委員） ：末松 広行

100 億円

傘下子会社及びグループの経営管理

並びにこれに付帯又は関連する業務

3月 31 日

会社名

上場(証券コード)

設立

所在地

連絡先

役員

資本金

事業内容

決算期

資源リサイクル事業廃棄物処理・再資源化事業 再生可能エネルギー事業

その他の事業（環境エンジニアリング事業／環境コンサルティング事業）

09 10     

：横井 直人


