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Reference

1952	
大阪市に朝日化学研究所として創業
写真定着液からの銀のリサイクル事業を開始
高度経済成長にともない、商業印刷、医療など写真感光
材料に関する業界も大きく発展し、銀の需要が拡大

1959	
神戸営業所を開設

1964
株式会社に改組

1968	
神戸市東灘区に神戸工場建設
富士写真フイルム（株）（当時）へ銀納入を開始

1969	
業界に先駆けて、独自開発による電気分解式の銀のリサ
イクル装置を導入、効率的で高純度な銀リサイクルを
実現

1971	
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」  施行
廃棄物排出事業者に対して、廃棄物の排出抑制と適正
処理を義務付け
富士写真フイルム（株） 「写真処理環境保全システム」
西日本地区指定業者に指名

1974	
福岡営業所を開設、以後、全国へ営業所・工場を展開

1975	
神戸市の産業廃棄物処理業許可を取得

（写真廃液無害化処理）
小型電解銀回収装置「プラタ」を開発

1978
神戸市東灘区に本社社屋を竣工
環境計量証明事業所の登録

1981	　
目標管理・提案制度の開始
デジタルカメラの実用化が発表

1982	　
デンタル分野からの貴金属リサイクル事業を開始
写真廃液処理市場の縮小を予見し、貴金属リサイクル
事業の多角化を決断

1984	　
メッキ分野からの貴金属リサイクル事業を開始

1986
電子材料、宝飾分野からの貴金属リサイクル事業を開始
小型電解金回収装置「ジパング」を開発

1988
メッキ用化成品製造販売を開始

1990
写真廃液関係以外の環境保全事業を開始

1993
特別管理産業廃棄物処理業許可を取得
日本の環境政策の根幹となる「環境基本法」の制定

1994
マレーシアに現地法人 Asahi G&S Sdn.Bhd. を設立

技術革新による市場の変化に対応し、貴金属リサ
イクル事業の多角化を進めました。

国内のお取引先の海外事業展開にともなう、現地
での貴金属スクラップ回収のニーズにお応えする
ために初めて海外拠点を開設し、株式市場への上
場も果たしました。

現在ほど「リサイクル」や「環境問題」に社会的関
心が向けられていなかった時代に、写真現像工程
からの銀のリサイクルを事業化しました。また、
環境保全事業にも新たに参入しました。

私たちが創業から一貫して変わらずに取り組んできたテーマ。
それは、「資源の有効利用」と「環境保全」です。

アサヒホールディングスグループの歩み
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1997
関係会社5社を吸収合併し、「アサヒプリテック株式
会社」に社名変更

1998
本社機能を神戸・三宮に移転
テクノセンター開設
歯科用合金製造を開始

1999
テクノセンターで ISO9002の認証を取得

（2002 年に ISO9001 に変更登録）
店頭市場に株式公開

2000
テクノセンターで ISO14001の認証を取得
インジウム精製を本格的に開始
東京証券取引所市場第二部に株式上場

2001	
（株）三商・（株）大門・（株）エコマテリアルの3社が
グループに加わる　　　　

2002
東京証券取引所市場第一部に上場
創業50周年　　　　

2003	
中国に現地法人上海朝日浦力環境科技有限公司を設立

2004
日本ケミテック（株）がグループに加わる　　　　　

2005	
（株）塩入建材がグループに加わる
自動車触媒リサイクル事業の拡大

（株）大門を日本ケミテック（株）に合併

2006
（株）イヨテックがグループに加わる
錦興産（株）がグループに加わる

（株）エコマテリアルを日本ケミテック（株）に合併
韓国に現地法人韓国アサヒプリテック（株）を設立

2007	 	
東京本社を東京都千代田区丸の内に設置
錦興産（株）を合併

（株）太陽化学がグループに加わる
（株）サニックスより環境事業の一部を譲受け、北九州
事業所を開設

2008
ジャパンウェイスト（株）を設立
富士炉材（株）がグループに加わる

2009	 	
アサヒホールディングス株式会社が新規上場
持株会社制へ移行
JWガラスリサイクル（株）の事業開始

2010	 	
中国に合弁会社江門朝日励福資源綜合利用有限公司を
設立
エコマックス（株）がグループに加わる
ジャパンウェイスト（株） 横浜事業所を開設
韓国アサヒプリテック（株）のチュンジュ工場竣工、デン
タル事業を開始

2011	 	
Eスクラップ事業を開始

（株）ウスダ製作所がグループに加わる
（株）共同化学がグループに加わる

事業を通じて社会に貢献する「エコビジネスのリー
ディングカンパニー」をめざして挑戦を続けます。

廃棄物処理に関するお客様ニーズの多様化に対応
するために、M&Aを通じて取り扱い品目の拡充
とサービス提供エリアの拡大を進めました。
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Reference

アサヒホールディングスグループ一覧

アサヒプリテック株式会社
貴金属リサイクル事業
エレクトロニクス、薄型パネルディスプレイ、触媒、歯科、宝
飾、情報機器、写真などの分野で用いられる貴金属・レアメ
タルを回収、精製し、リサイクルを行っています。
環境保全事業
廃棄物処理その他の環境保全事業を行っています。

●Asahi	G&S	Sdn.	Bhd.	（マレーシア）
貴金属リサイクル事業
電子部品メーカーおよび現地の宝飾メーカーなどから貴金
属を回収し、現地工場でリサイクルを行っています。
Plot 65, Lintang Bayan Lepas 6,Phase IV, Non FTZ, 11900 
Bayan Lepas, Penang, Malaysia
TEL: +60-4-646-1292　FAX : +60-4-646-2292

●株式会社ウスダ製作所
半導体や液晶製造装置等の部材や樹脂性ウエハーケース等の
精密洗浄、精密脱脂および貴金属回収・分析を行っています。
〒389-0512　長野県東御市滋野乙4063-1
TEL：0268-62-4533 　FAX：0268-62-4534 
URL：http://www.usuda-jp.com/

＜海外拠点＞

＜国内拠点＞

●上海朝日浦力環境科技有限公司	
貴金属リサイクル事業
日系メーカーを中心に、貴金属を回収し、現地工場でリサイ
クルを行っています。
No.419 Sub-Chuhua Road, Fengxian Sub-zone, Shanghai 
Chemical Industry Park, Shanghai, 201417 China
TEL：+86-21-5744-8158　FAX:+86-21-5744-8168

●江門朝日励福資源綜合利用有限公司
貴金属リサイクル事業
励福実業（江門）貴金属有限公司との合弁により、触媒など
の分野から貴金属を回収し、広東省の工場でリサイクルを
行っています。
No. 191, West Gaoxin Road, High-Tech Industrial Development 
Zone, Jiangmen City, Guangdong Province, 529040 China
TEL：+86-750-3920725　FAX：+86-750-3920719

●韓国アサヒプリテック株式会社
貴金属リサイクル事業
電子産業、歯科関係など広範囲な分野から貴金属を回収し、
現地工場でリサイクルを行っています。

（ソウル支店）
#501, City Air Tower, 159-9, Samsung-Dong, Gangnam-Gu, 
Seoul, 135-973  Korea

（チュンジュ工場）
Chungju 1 Sadan, 1131-2 Yongtan-dong, Chungju-si,
Chungcheongbuk-do, 380-250 Korea
TEL：+82-43-723-2503　FAX:+82-43-723-2525
URL：http://asahipretec.co.kr/

ジャパンウェイスト株式会社
環境保全事業
１.  廃油を燃料化しています。
２.  汚泥等をセメント原料化しています。
３.  建築廃木材をバイオマス発電用燃料に再資源化しています。
４.  産業分野から排出される廃プラスチックなどの産業廃棄

物を効率的に選別・破砕処理しています。
５.  半導体製造装置・各種研究設備に付着する有害廃棄物を

洗浄処理しています。
また、ジャパンウェイスト傘下の関係会社と一体となり、廃棄
物処理その他の環境保全事業を広範に行っています。

●エコマックス株式会社
環境保全事業
焼却処理施設などから発生する燃え殻・煤塵や汚泥等をコン
クリート固型化処理しています。
〒253-0114
神奈川県高座郡寒川町田端1590番地4
TEL：0467-75-1044  FAX : 0467-75-1217 
URL：http://www.eco-max.co.jp/

●JWガラスリサイクル株式会社
環境保全事業
板ガラス・ガラス瓶の再資源化を行っています。
〒136-0082
東京都江東区新木場4-3-32
TEL：03-3521-6303　FAX : 03-3521-6305 
URL：http://www.jwglass.co.jp/ 

●日本ケミテック株式会社
環境保全事業
１.  半導体･電子部品メーカーなどから排出される産業廃棄物

を、中和処理および微生物処理により無害化処理しています。
２.  各種食品製造業や外食産業などから排出される食品系の

有機性廃液を微生物処理し脱水･減量化しています。また、
脱水ケーキからの堆肥生産をしています。

〒332-0004
埼玉県川口市領家5-1-39
TEL：048-222-8711　FAX : 048-222-8719 
URL：http://nihon-chemitech.co.jp/

＜関係会社＞

●富士炉材株式会社
溶炉改修工事業
硝子製造炉、ごみ焼却炉などの解体および定期修繕工事を
行っています。
環境保全事業
耐火レンガなどの収集運搬および中間処理･リサイクルを
行っています。
〒144-0051
東京都大田区西蒲田6-36-11 西蒲田NSビル8F
TEL：03-3735-8111　FAX : 03-3733-2479 
URL：http://www.fujirozai.co.jp/ 
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●株式会社共同化学
環境保全事業
１.  産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬および中間

処理（中和）しています。
２.  印刷製版所、病院から排出される廃液の処理およびフィル

ム等を回収しています。
〒053-0055
北海道苫小牧市新明町2丁目4-5
TEL：0144-55-2277　FAX : 0144-55-2838 
URL：http://kyka.co.jp

●株式会社三商
環境保全事業
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬を行っています。
〒230-0053
横浜市鶴見区大黒町4-1
TEL：045-718-5181　FAX : 045-510-3450 
URL：http://www.san-shou.co.jp/

●株式会社太陽化学
環境保全事業
１.  電子部品や写真分野などから排出される廃油・廃液を焼

却・中和処理しています。
２.  病院などからの医療系感染性廃棄物を焼却処理しています。
〒899-2701
鹿児島市石谷町106-2
TEL：099-278-1783　FAX : 099-278-4463 
URL：http://www.taiyo-kagaku.com/

●株式会社塩入建材
建築工事業
河川・道路・橋梁・トンネルなどの土木工事・上下水道工事
および建築物解体工事の請負事業を行っています。
環境保全事業
特定建設資材廃棄物として指定されているコンクリート塊、
金属くず、建設廃木材、掘削残土などを再資源化しています。
〒381-0024
長野市大字南長池478-1
TEL：026-244-1608　FAX : 026-259-2986

●株式会社イヨテック
労働者派遣事業・業務請負事業
各種製造業への人材派遣、人材紹介および製造業務の請負を
行っています。
〒674-0092
兵庫県明石市二見町東二見799-2 読売日経ビル3F
TEL：078-941-3377　FAX : 078-941-3388 
URL：http://www.iyotec.co.jp/
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