廃棄物リサイクル事業
廃棄物リサイクル
廃棄物を排出する事業者には、廃棄物処理法に則り法令遵守を行う
ための業務があります。新たな処理方法・ルート構築、優良事業者
のご提案や、管理体制の構築や管理責任者の教育などの問題もクリ
アいたします。

リサイクルマッチングコンサルティング
我々は企業の考えや方向性を把握し、廃棄物のリサイクル化、資源
化及び処理ルートのシンプル化とコスト削減を目標とし、新たな処
理方法、ルート構築、優良事業者をご提案し、万全な管理体制の構
築を目指していきます。

エコネット

廃棄物と処理業者のベストマッチングをご提案

優良業者の選定
現地確認、レポート作成
一元管理

廃棄物排出事業者と廃棄物処理事業者が共に廃棄物処理・リサイク
ルを行っていくためには、業界や法令に関する専門知識を持った者
があいだに立って、事務処理や調整を担当していく必要があります。
エコネットは、廃棄物リサイクルに関わる企業マッチング・事務処

処理業者

事業者

理・法令管理など、多様なニーズに取り組んでまいります。
施設・処理内容のチェック、
現地視察同行･代行

廃棄物の分別、保管状況視察・指導
委託状況などの調査、書類の管理状態

環境配慮型経営支援
環境に配慮した経営には、全てのツールを有効
に使用するマネジメントが必要です。折角の経
営ツールも断片的な使用では効果もあまり期待

阻害要因

できません。
私共ではトータルバランスを考慮したご提案を
行い、他社との差別化、ブランディング化のお

人手不足コスト

手伝いを行い、ストーリー性のある環境経営戦
略を支援し、企業価値の向上を図ります。
中小企業

問題点の解決

環境配慮型経営支援事業の概要
廃棄物リサイクルガバナンスに基づく体制の構築

CO2 の削減（国内クレジットの活用）

地球環境保全活動（植林）

社内管理体制の整備

コンプライアンスの順守

社外コミュニケーションの活性化

※上記メニューをお客様のニーズに合わせてパッケージでご提案いたします。
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機密情報抹消処理請負事業
当社では、トレースボックスや段ボールにて機密情報を回収し、万全のセキュリティ体制を整えた工場にて処理を行っ
ております。「従業員が機密書類を放置してしまうリスク対策」「シュレッダーでは間に合わない書類の処理」「ボッ
クスの中身だけを回収する業者への不安」など処理への負担を軽減し、オフィスの情報漏洩対策に役立ちます。

「トレース・ボックス忍者」で安心・安全の情報漏洩対策。

分別不要！書類をボックスに投入するだけ！
特殊鍵付きの専用コンテナーボックスにたまった機密文書をボックス
ごと回収します。そのため情報漏洩対策として、書類廃棄の万全な管
理が可能になります。

「トレース・ボックス忍者」は、廃棄したい書類をボックスに投入する
だけです。書類の分別は不要、ファイルごと投入していただいても大
丈夫です。「シュレッダーをしている時間がもったいない」という方
にも時間短縮を実感していただきます。

特 徴
手軽な書類廃棄。作業負担を大幅に軽減。
廃棄したい書類をボックスの中に投入するだけ。
スピードと手軽さは、通常のシュレッダー処理と比較に
なりません。業務の効率化、コストの削減に役立ちます。

電子ロック付きボックスで機密文書を
ボックスごと回収。
ボックスは、特殊鍵で施錠されているので、投入された
書類は持ち出し不可能。社内での情報漏洩を防ぎます。
ボックスの中身だけを回収する業者だと処理が心配とい
う方にも安心してご利用いただけます。

面倒なシュレッダーより、社内ルールで徹底
しやすい。
ボックスへの投入による書類管理は作業負担が少ない
ので、社内の管理方法を統一しやすいというメリット
があります。面倒なシュレッダー処理と比較しても
はるかに徹底しやすい管理方法です。

コンパクトな設計とデザイン。
オフィスに設置していただいても邪魔にならないコンパ
クトサイズ。各フロア・各営業所に複数設置すれば、導
入効果はさらに高まります。

ポイント
1

業界初のトレースシステムで｢見える化｣により、オフィスの無駄を抑制。
トレース・システムは管理表から各部門より排出されるオフィスペーパーの重量CO2削減寄与
実績が把握できます。導入することで無駄なコストが抑えられ、CO2も削減できます。
トレース・システムの開発は平成21年度3R推進協議会で、開発元のキンキ・パートナーズ(株)
が「経済産業大臣賞」を受賞しました。

2

万全のセキュリティを構築。
トレース・ボックスは特殊磁気錠前にて施錠されています。トレース・ボックスはQRコードで
管理され、設置・回収・処理までの足跡がWEB上でご覧いただけます。
回収から処理までの工程の「見える化」を実現しました。

有機性廃棄物処理事業

販売店募集

生ごみを処理して経費もCO2も削減。
生ごみを処理する場合、最終処理場を必要としCO2や悪臭が発生するなどのデメリッ
トがあります。
当社の生ゴミ高速分解処理機は微生物を使用して、水と炭酸ガスに分解する消滅型と
いう方法で生ごみを処理します。そうすることで、残留物が残らず、手間もかから
ず生ごみを処理でき生ごみにかかるコストも削減することができます。
生ゴミ高速分解処理機は食品工場や飲食店、スーパーや病院など様々なところで使用
されています。当社では、製品をお取り扱いいただけるお取引様を募集しております。
お気軽にお問い合わせください。

生ごみ高速分解処理機４つの特徴

1
2
3
4

6ヶ月間メンテナンス・菌床交換不要
6ヶ月間処理槽から何も取り出さなくてもOK。残渣は有機肥料として利用できます。
生ゴミを99.8%分解、残り0.2%の残渣は6ヶ月毎の菌床交換時に一緒に取り出します。

ドレン不要、水分は出さない
水合はすべて蒸発!ドレン・浄化槽による排水処理は不要です。
サーモスタット付温風装置で水分をすべて蒸発させるのでドレン・処理槽は不要です。

脱臭して排気するので、臭気を100％抑制
全機種7〜9層の脱臭装置で臭気をすべて消して排気します。
臭気自体を吸収する性質の菌床と脱臭装置との効用で臭気を100%抑制します。

ランニングコストは極めて安価
6ヵ月毎の菌床交換・メンテナンス費用月額約15,000円。
1ケ月の電気代 約30,000円(lkw=21円として)。※いすれも100型の場合

装置の断面イメージ

生ごみ高速分解処理機による生ゴミ処理の流れ

生ごみ投入

2〜 6時間

〜24時間

投入可能

生ごみを投入します。

微生物により、生ゴミを
水と炭酸ガスに分解します。

水のをすべて蒸発させます。

次の生ゴミを投入
できる状態になります。

人が食べられるものはなんでも投入できる
投入できる

大量投入できない

投入できない

鶏の骨、野菜、野菜の芯穀物、

水、油、牛乳、酒、酢などの液体類。

発砲スチロール類、割り箸、竹串、

果物、果物の種

はちみつ、水あめなどの多粘糖類。

〇 △ ×

お米、パン、魚、魚の骨、肉類、

金属類、ビンの栓、ガラス類、
つまようじ、プラスチック、

力二、エビの殻、卵の殻、茶殻、

ビニール類、薬・抗生物質、石けん、

魚の骨、竹の子・栗など

化学薬品類、制維類など

ローコストオートリース
小さな費用で大きなメリット。
お客様のカーライフをもっと楽しく！
国産車は低年式で走行距離が多くても、全く問題なく走行できる車が多数あります。
ローコストオートリースは、これらの中古車を活用した格安リースシステムです。
安い中古車を購入したり、レンタカーを利用するよりも価格を抑えることができる

LOW COST AUTO LEASE

ため、車に新しさは求めず、「とにかく日常の足として使用できればいい」という
方に大変喜ばれているサービスです。

ローコストオートリースの特徴
車を1日あたり数百円から利用できてリーズナブル！
ローコストオートリースは車両本体価格はリース料金、そしてそれ以外の費用（自動車税、重量税、自賠責などの法定費用）はリース料に含まれます。
そのため1日にあたりの費用は数百円程度で抑えることができます。

万が一、リース期間中に大きな修理が必要になった場合には返却可能！
修理費用が高額になる大きな修理の場合は、その時点でリース契約を終了とし返却が可能です。
さらに廃車費用も必要なく、無駄な出費はゼロです。万が一壊れたときの大きな出費の心配なしに車を使用することができます。

車に不具合が発生した場合は、その後のリース費用は一切発生しない！
リース契約中の車に不具合が発生した場合、ご返却いただき、その後のリース費用は一切発生しません。ローコストオートリースでは不具合が起きた
段階で契約終了のため、お客様のご負担を最小限に抑えることができます。

中古車購入と比較してもこんなに違う！
例えば50万円の中古車を購入した場合、車両本体価格とそれ以外の費用
（自動車税、重量税、自賠責などの法定費用）が発生します。
さらに中古車は本体価格が安いぶん大きな修理が発生することも多く、
ローンと修理費用の二重負担で困っているお客様も少なくありません。
その他にも手続きや費用の面でお客様のご負担が大きくなります。
ローコストオートリースの場合、車両本体価格はリース料金、そして
それ以外の費用（法定費用）はリース料に含まれます。
さらに修理費用が高額になる大きな修理の場合は、その時点でリース契
約を終了とし返却が可能です。廃車費用も必要なく、無駄な出費はゼロ
です。
万が一壊れたときの大きな出費の心配なしに乗れる、低年式車を日常の
足としてお使いいただいてはいかがでしょうか。

費用について
基本料金
名義変更費用
リース料の２か月分
（初回名義変更時）

リースに含まれる費用
自動車税 / 重量税
自賠責 / 車検基本料

お客様のご負担費用

リース料金
1ヶ月当り15,000円〜（税別）
（ご利用月数）
※名義変更費用とは、リース契約時に使用
者の名義を変更する際にかかる費用です。

名義変更費用 / リース料

リース契約期間
車検残月数に応じて、下記プランから
お選びいただけます。

6ヶ月以下
車検満了日までの期間
6ヶ月以上24ヶ月未満

ガソリン代 / オイルなどの維持費

6か月〜車検満了までの期間

任意保険料 / 定期交換部品代

24ヶ月

駐車場代/ 整備点検費用

12か月〜車検満了までの期間

アクアウィッシュ事業
アクアウィッシュとは
アクアウィッシュは、食塩水を電気分解した「電解次亜水（でんか
いじあすい）」の人体に無害の超強力な除菌消臭剤です。
アクアウィッシュの成分は天然塩と水のみで塩酸、次亜塩素酸ナト
リウム、炭酸などの化学物質不純物は一切入っておらず、食品添加
物として認められておいるため、口に入っても問題ありません。

安心で安全な除菌力・消臭力
安全性の高いアクアウィッシュですが、除菌力・消臭力はともに抜群です。アルコールではあまり効果が期待できない
とされているノロウィルスにも効果があり、その他一般細菌の殆どの検体を1分以内で死滅させることが確認されていま
す。ニオイ菌も元から分解するため、トイレやごみ置き場、喫煙所やペットにも使用することができます。
左：開始時

右：60秒後

O-157

黄色ブドウ球菌

大腸菌

サルモネラ菌

中性電解水「アクアウィッシュ」の特徴
ゴム手袋不要！手や環境に優しい。

長期保存が可能！

アクアウィッシュは、上水と食塩だけで生成され
ており、化学物質の添加、PH調整剤など一切使用
せず中性です。
手荒れの気になる方や敏感肌の方にも安心してご
使用いただけます。

これまでは次亜塩素酸などの有効成分を長期保存
することは困難で、効果を持続させるには電解水
製造装置の導入をしなければなりませんでした。
アクアウィッシュは、有効成分の長期保存を実現
し製造装置導入コストの負担をなくします。

食品の洗浄もできる！食中毒対策にも。

除菌・消臭で衛生管理に役立つ！

アクアウィッシュは、急性経口毒性試験をクリア
しており口に入れても害はありません。
ニオイもないため生肉やお魚などの食品の洗浄に
も使用できます。鮮度保持や食中毒対策におすす
めです。

除菌力・消臭力ともに強力なため、お家での使用
はもちろんのこと、店舗や施設などでもご利用い
ただけます。また、原液のまま使用しても肌が荒
れることもないため従業員やお客様の手指の除菌
にも使用できます。

アクアウィッシュの使い方
1

噴射器を使用した空間除菌・消臭

人が良く出入りする場所や、厨房、工場、トイ
レ、ゴミ捨て場など衛生管理を行いたいところ
や、ニオイが気になるところに噴射器を設置す
ることで空間を除菌・消臭できます。

2

スプレーで簡単除菌・消臭

ベッドやカーテン、お部屋のマットはもちろん
台拭きやテーブル、濡れたままのまな板や包丁
などの調理器具にもご利用いただけます。
ペットの除菌・防臭にもおすすめです。

1

手の除菌や洗濯ものにも！

プッシュボトルで手の除菌に、詰め替えボトル
で生鮮食品の洗浄に使用できます。
洗濯物に使用すれば、部屋干しの際のニオイや
生乾きのニオイも防止できます。

http://www.kk-econet.com/
会社名

株式会社 エコネット

所在地

〒522-0057

滋賀県彦根市八坂町 2061 番地 103

TEL 0749-47-5217
メールアドレス

info@kk-econet.com

代表取締役

吉田

創業

2007 年 3 月

資本金

300 万円

従業員

3名

取引銀行

滋賀銀行 大藪支店

業務内容

環境事業

/

FAX 0749-47-5218

達也

関西アーバン銀行 彦根南支店

ゆうちょ銀行

・産業廃棄物、一般廃棄物の処理並びにリサイクル先の提案業務
・産業廃棄物、一般廃棄物処理に係る営業代行業務
・金属、プラスチックスクラップの買取り
・環境配慮型経営支援業務
・特定人物の身辺調査業務の斡旋業務
・社会・産業・企業に関する調査斡旋業務
自動車事業
・古物営業法による古物商（第 60110Ｈ300001 号）
・新車、中古車販売業
・自動車、中古自動車等車両の販売、リース

