
株式会社花園サービス

〒277-0005　千葉県柏市柏296番地
TEL 04-7132-6011 ／ FAX 04-7132-8595
http://www.eco-hanazono.com/

沿革
昭和 51年 3月 柏市一般廃棄物処理業許可
昭和 52年 2月 設立登記完了
昭和 52年 12月 古物商取扱業許可
昭和 53年 4月 我孫子市一般廃棄物処理業許可
昭和 60年 4月 佐倉市一般廃棄物処理業許可（別会社へ移行）
昭和 61年 4月 富里町、酒々井町一般廃棄物処理業許可
   （別会社へ移行）
平成 7年 6月 株式会社に組織変更
平成 9年 4月 柏・白井・鎌ヶ谷（旧沼南町）環境衛生組合
   収集運搬許可
平成 12年 3月 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可
平成 15年 8月 リサイクルセンター完成
平成 17年 9月 国際規格ISO-14001認証取得（登録番号E1133）
平成 24年 8月 遺品整理士認定協会へ正規登録
平成 26年 12月  貨物自動車運送事業安全性評価事業
   （Gマーク制度）認証
平成 27年 4月 千葉県特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）許可
平成 27年 7月 委託事業本部ライフセンター  開設
平成 27年 10月  柏市家庭ごみ委託収集運搬業務  開始
平成 28年 12月 茨城県産業廃棄物収集運搬業許可
平成 29年 7月 茨城県特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）許可
令和  1年 8月 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可
令和  3年 11月  本社事務所移転
令和  4年  1月　　高田リサイクルセンター開設

保有車両
・塵芥車（パッカー車）
電動パッカー車・ハイブリッドパッカー車含む ‥‥‥ 30台

・普通トラック（2ｔロング）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9台
・普通トラック（2ｔ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2台
・普通トラック（3ｔ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1台
・冷蔵・冷凍車‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2台
・ハイエース ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2台
・4tウィング車 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1台
・アームロール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3台
・フォークリフト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4台

関連会社

株式会社花園サービス
〒940-253　新潟県長岡市福道町354番地３
TEL 0258-29-1122 ／ FAX 0258-29-1962
一般廃棄物処理業許可　長岡市第523号
産業廃棄物処理業許可　新潟県第1489号

所属団体

柏市廃棄物処理業協業組合／
我孫子市廃棄物処理協業組合／
柏商工会議所／柏法人会／
職場警察連絡協議会／安全運転管理者協議会

許認可

・柏市一般廃棄物処理業許可(許可番号 収第5号)

・我孫子市一般廃棄物処理業許可(許可番号 第2号)

・柏・白井・鎌ヶ谷（旧沼南町）環境衛生組合収集運搬許可(許可番号 第0-7号)

・柏・白井・鎌ヶ谷（旧沼南町）環境衛生組合特定家庭用機器荷卸(許可番号 第0-7号)

・千葉県産業廃棄物収集運搬業許可(許可番号 第1200067705号)

・千葉県特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）収集運搬業許可（許可番号 第01250067705号）

・茨城県産業廃棄物収集運搬業許可（許可番号 第00801067705号）

・茨城県特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）収集運搬業許可（許可番号 第00851067705号）

・埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可（許可番号 第01100067705号）

・関東運輸局一般貨物自動車運送業（許可番号　関自貨2第1817号）

主な取引先

大型商業施設／飲食店／医療・福祉関連／運輸・倉庫／金融・保険・証券
／物販業／製造業／コンビニエンスストア　等　約2,000件

リサイクルセンター〒277-0861　千葉県柏市高田1060番地

委託
事業本部

許可
事業本部

ライフセンター〒277-0834　千葉県柏市松ケ崎新田56-2
TEL 04-7189-8198　E-mail：lifecenter@eco-hanazono.com
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株式会社

花園サービス

ライフセンター
委託事業本部

リサイクルセンター



住みよい環境を残すべく取り組んでおります。
花園サービスでは、資源の循環型システムを取り入れ、
廃棄物の適正な分別やリサイクルの大切さと
ゴミの減量化にご理解を賜り、次世代・後世に
住みよい環境を残すべく全社取り組んでおります。

Life ライフ
（委託）

　平成27年10月より、
柏市から許可業者への
家庭ごみ収集・運搬委託
業務がスタートしました。

　一部指定地域ですが、
少しでも皆様の環境
を守る為、努力して
まいります。

　柏市内でも数少
ない医療廃棄物（感
染性廃棄物）の許可を
取得し、収集・運搬致
しております。
　千葉県内の拠点を
活かし、皆様の医療
廃棄物を迅速・適
格に収集・運搬
致します。

Medical メディカル（医療系）

▲医療系専用車

　柏市内でも数少
ない医療廃棄物（感
染性廃棄物）の許可を

Business ビジネス
（事業系）

　事業系一般
廃棄物と産業
廃棄物の収集・
運搬を行っており
ます。

■事業内容
一般廃棄物処理／産業廃棄物・収集運搬業
リサイクル業

お客様の、あらゆるニーズ
にお応えできるよう、各種
車両を用意し最適で丁寧な
サービスをご提供致します。

▲千葉県内第１号の電動ユニット付キャンター塵芥車

■環境保全
環境と共生をテーマに、収集作業中は臭いもなく、騒音も極め
て小さく排気ガスの出ない、千葉県内第１号の電動ユニット付
塵芥車等も使っています。
「ゴミは可能な限り資源化し、還元する。資源の循環型システム
を築くこと」が私どもの使命で
あり、環境改善のためにも極め
て重要なことと思っています。
　さらに、平成15年8月完成
の当社リサイクルセンターに
おいて有効資源の再利用に
取り組んでおります。

ごあいさつ
　大量のモノが作られ廃棄される現代日本に
おいて、「製造者責任」や「排出者責任」が非常
に重要視されるようになっています。それに
伴い日本の地域社会においてはごみをただ単に
捨てることを目的とした処理ではなく、高い
遵法精神に基づき、ごみから新たな価値を生み
出すための処理を行うことが、強く望まれる
ようになりました。様々なごみの分別・再生
を行うことは社会からの要請でありその要望
は益々大きくなっています。そのためには
ごみ処理に関する知識の習得と蓄積が欠かせ
ません。
　また世界に先駆けて高齢化が進む日本社会
において、医療・介護現場等から排出される医療
廃棄物が今後どのように適正処理されていく
かは、多くの人々が注目するところです。
　そのような社会の流れの中、 我々株式会社
花園サービスは次の３つの柱を通じてお客様に
ご満足いただけるサービスをご提供いたします。

１．Business （事業系一般廃棄物・産業廃
棄物収集運搬・処分）

２．Life （家庭ごみ委託収集運搬）

３．Medical （感染性特別管理産業廃棄物
収集運搬）

　きめ細やかなネットワークと熱意を持った
社員を抱える花園サービスは、廃棄物適正処理
を最重要課題と考える企業や市民の皆様に
最適で丁寧なサービスをご提供することで、
地域環境向上の一助となることを使命として
います。社員一同そのための努力を惜しまず、
ひとりでも多くの方や地域社会に貢献できる
よう力を尽くしてまいります。

株式会社花園サービス

代表取締役  小林 直人

▲ボディー計量システム搭載車

■地域貢献
　私たちは、子どもと環境を大事にしています。
当社ドライバーは日頃、子どもの見守り活動を行っております。
また、毎週土曜日には地域のゴミ拾いを実施しております。

■地域貢献
　私たちは、子どもと環境を大事にしています。
当社ドライバーは日頃、子どもの見守り活動を行っております。
また、毎週土曜日には地域のゴミ拾いを実施しております。


