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6月22日（金）午後17：30から約3時間にわたり、食品リサイクル試食会を行いました！

http://www.marukoh.com/

新

車

両

紹

←弊社代表渡邉よりご挨拶

《当日のメニュー》
冷しゃぶ
温しゃぶ
↓会食の時間では、食品リサイ
とんかつ
クルを食べて体感すると同時に、

介

予想外の美味しさに皆さんの話
も弾みました。

ついに！！6
30日に4t
日に4t強力吸引車が納車されました♪
4t強力吸引車が納車されました♪
ついに！！6月30日に
前回のまるこう通信で告知しました㈱丸幸の新サービス「グリストラップ清掃」
6月30日に作業を行う吸引車が納車されましたので紹介します。

美味しくいただきました！
この試食会は、排出事業者の方々から回収させていただいて
この試食会は、排出事業者の方々から回収させていただいている
飼料原料)で育てた豚肉をご賞味頂くこ
で育てた豚肉をご賞味頂くこ
から回収させていただいている食品循環資源
いる食品循環資源(
食品循環資源(飼料原料)
とで、食品リサイクル・循環の輪（リサイクルループ）を実際に見て・食し
とで、食品リサイクル・循環の輪（リサイクルループ）を実際に見て・食して・
食品リサイクル・循環の輪（リサイクルループ）を実際に見て・食して・実感して
て・実感していただ
実感していただき
いただき、弊社が提供しております、
食品リサイクルへ「安心」「安全」という
食品リサイクルへ「安心」「安全」という理解を深めて頂
へ「安心」「安全」という理解を深めて頂くことを目的として行われました。
理解を深めて頂くことを目的として行われました。
試食会場は柏市にあるザクレストホテル。出席頂いたのは廃棄物（飼料原料）を当社が運搬し、ブライトピックまたはエコ・
フードで飼料化しているお客様20
フードで飼料化しているお客様20名になります。
20名になります。

《当日のスケジュール》

①
②

《車両情報》
車両
風量
タンク容量

飼料化について説明及びこれからの食品リサイクルの方向性
豚肉試食
③ 意見・情報交換会

《営業マン福島より》

４ｔ強力バキューム車
４０ｍ3/分
３．１㎥

《サービスメニュー》
・塗装ブース清掃
・各種タンク清掃

当社の車両は作業中の騒音防止のため、サイレン
サーが装備されており、早朝や夜間の作業を効率
よく実施可能です！

試食会に関するアンケートを実施しました！

・排水処理施設の槽内清掃
・構内側溝清掃

《作業をすると》

バキューム作業
２０％OFF券
※こちらの券を切り取り担当営業に
お渡しください。
有効期限：平成24年9月1日から3か月
初回作業のみ本券有効

質問１．今回御試食して頂いた「豚肉」の感想をお願いします。

清掃によって以下の効果が
得られます。
・悪臭の発生を抑制
・害虫の発生を抑制
・配水管の詰まり
・排水の逆流を防止
・下流水域への慣用汚染を防止

汚れていたグリストラップ
がこんなにもきれいに！

当社の行動指針である「顧客満足度の向上」につながった試食会だったと思います。また、実際にリサイクル
を感じる事ができ、排出事業者・運搬業者・処理業者の垣根を超える意見交換が出来たことは、大変、有意
義な時間だったと感じています！当日ご出席頂いた皆様、誠にありがとうございました。機会があれば次回
も考えていますので宜しくお願いします！

「さっぱりしている」との先入観があったが、
実際試食させて頂いたところ、脂ものって
おり大変やわらかいおいしいとの印象で
あった。
あった。
某食品工場 様
質問２．「試食会」を終えて、今回の企画についての御感想をお願いします。
肉質のやわらかい豚肉でした。個人的には
肉質のやわらかい豚肉でした。個人的には
しゃぶしゃぶよりとんかつに合っていると思
いました。
いました。
某大手流通会社 様

有意義でした
有意義でした。
でした。
排出事業者様と情報交換
排出事業者様と情報交換出来ました。
業者様と情報交換出来ました。
某食品会社 様

某食品会社 様

液状飼料化の流れ♪

《作業の様子》

廃棄物

安心・安全のサービスを心がけています！

リサイクルループを実際に体験し
リサイクルループを実際に体験し、リサイク
を実際に体験し、リサイク
ルに対しての考え方
に対しての考え方が
の考え方が変わりました。

選別

破砕・調合

リキットフード
（液状飼料）
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《金属》

《古紙》
日本経済新聞より（価格急落！
日本経済新聞より（価格急落！）
価格急落！）
平成24年
月26日付
日付
平成 年7月
回収問屋買値（ｋｇ）
回収問屋買値（ｋｇ）
新聞
8円
円
雑誌
6円
円
段ボール8円
段ボール 円

金属に関しては以前と比べ5円
ｋｇ
金属に関しては以前と比べ 円/ｋｇ
～10円
円/ｋｇ
ｋｇ下がってきており、まだ
ｋｇ下がってきており、まだ
まだ下がる傾向にあります。
それに対して、レアアースに関して
は上がり傾向になります。

遺品整理事業本格稼働
《PETボトル》
緊急事態です。
ヨーロッパにおける経済不況の影響を受け、
中国の需要が落ち込んだ関係とバージン原
料の値下がりにより、国内の在庫が増加し、
値崩れが始まりました。
ベール引取価格が現在10円～
㎏)で、さ
で、さ
ベール引取価格が現在 円～20円
円～ 円(㎏
らに下がる可能性があり目が離せません。
現在、処理された製品も受入も出荷状態です。

今後も更に相場は値下がりが予想されます

新中間処理施設の工事状況
平成２４年６月１５日
建設予定地において、地鎮祭が執り行われました。
梅雨入りした事もあり天気の心配がありましたが
当日は天気にも恵まれました。
地鎮祭では地鎮の儀というものがあり、
『えいっ！えいっ！えいっ！』の掛け声で
設計者が鎌で草を刈る刈初め（かりそめ）、
建主が鍬で盛り砂を３回起こす穿初め（うがちぞめ）、
施工業者が鋤で砂を均す土均し（つちならし）を行います。
工事期間中の安全と、立派な工場が完成することを
関係者皆で祈願致しました！

《現在の新中間処理施設》

《当日の様子》
当日の様子》
皆、真剣な面持ち。
神聖な儀式です。

現在の工事状況は、
雨水貯留槽油水分離
槽・防火水槽の設置
工事をしています。こ
れからどんな工事が
始まるのか
とても楽しみで
とても楽しみですね
(^_^)/￥
(^_^)/￥

社員紹介

現在、日本では核家族化や少子高齢化などが進み、深刻な社会問題となっています。特に高齢化社会が進む
ことで、遺品整理という仕事に対しての需要が高まっています。遺品整理は、亡くなられた方が生前大切にして
いた品を扱うという荘厳な業務といえます。
近年、この遺品整理を扱う業者が急速に増加すると共に悪徳業者が増えています。身内の方が亡くなられ、混
乱しているご遺族に対し高額請求をしたり、引き取った遺品を不法投棄している業者が後を絶ちません。
心無い遺品整理業者がはびこる中、この度、㈱丸幸の粗大ゴミ回収部門では年々高まる遺品整理業への需要
に対して法規定に基づいた法令順守での業務を円滑に行えるように、一般社団法人遺品整理士認定協会から｢
遺品整理士｣という専門家の資格を取得しこの事業を本格稼働いたしました。適正価格で適正処理のできる、何
より「心」のこもった｢故人の生きた証｣を大切にする遺品整理士を目指しております。今後も、かたづけタイガー
の活躍にご期待ください。
《News!》
かたづけタイガーの
中野英樹が遺品整理士の
資格を取得しました！

産業廃棄物最終処分場の逼迫状況
産業廃棄物最終処分場の逼迫状況
東日本大震災以降、千葉県内の管理型埋立最終処分場及び安定型埋立最終処分場は旭市災害廃棄物の受入れもあったこ
とから、ひっ迫した状況にあり、県外の最終処分場に頼る中間処理業者が多く
県外の最終処分場に頼る中間処理業者が多くなってきています。
県外の最終処分場に頼る中間処理業者が多く
又、放射性セシウムの検出により、最終処分場では受け入れを慎重に進めております。
県外の最終処分場を利用する場合には、千葉県内からの輸送費も多くかかることや、処分費の値上げの問題もあることから、
更に値上げが続いていくことが予想されます。特に「ばいじん、燃え殻、がれき、ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず等」がそ
れに該当します。
私たち中間処理業者は、不法投棄による環境破壊を始めとする廃棄物のトラ
ブルを未然に防ぐためにも、皆様に今後も継続して安全な中間処理業者に処理
を委託していただけるよう努力しなくてはなりません。、そのために、今後益々
分別を強化して、リサイクル率の向上を目指し、埋め立て処分に回るものを少し
でも削減できるように努めていく必要があります。
ただ、我々の努力と同時に排出事業者の皆様にもご理解、ご尽力いただくこと
が大切です。㈱丸幸は、今後も皆様に分別のお願いをさせていただきます。
ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
最終処分場の余剰年数が７～８年といわれています。
少しでも延命できるようにしたいものです。
次世代の、住み良い環境を守るためにも！！

編集後記
名前： 佐藤 祥斗
所属： 営業部
年齢： 28歳
血液型： A型
特技： 造園
趣味：スノーボード

名前： 久保田 美名子
所属：一般事業部 業務管理
年齢：。。。
血液型： A型
特技：愛犬を癒し、癒される事
趣味：散歩

名前： 米井 清忠
所属： 産業廃棄物事業部
年齢： 38歳
血液型： A型
特技：日本酒の利き酒
趣味：庭いじり

自己PR：

自己PR：
「縁の下の力持ち」
で頑張ります。

自己PR：
工場へのお持込でのご来場の
際には親切、丁寧に御対応致
します。

①愛嬌の良さ
②ポジティブ
③行動力
この3つで営業活動を頑張ります！

こんにちは！第三回まるこう通信の編集長を務めさせていただきました、
営業部の荒井優介と申します。梅雨も明けて本格的な夏がやってきました☆
みなさん、こまめな水分補給は意識していますか？
今回のまるこう通信では、丸幸期待の新車両や食品リサイクルループを
実感できる試食会の事など内容が満載です。ぜひご覧になって下さい(^o^)

お気軽にご相談ください！
http://www.marukoh.com/

TEL： 047-443-0903 FAX：047-446-5427
〒273-0105 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷3-3-40 東ビル2Ｆ

