


資源を有効に使いマテリアルの

観点から地球を守っていく姿勢が大切です。

ごあいさつ 

地球環境に配慮してビジネスを継続させていくことは、 私達の大切な子供達に未来永劫、

安全な空と大地を約束するということです。

その為には、 出来る限り資源を有効に使い、 素材を再利用、 再構築してマテリアルの

観点から、 少しでも環境破壊から地球を守っていく姿勢が大切だと考えております。

株式会社増岡商店は、 非鉄金属マテリアル業界で約 70年の歴史と今まで培った知識と

経験を生かし常に新しいアイデアで変化を恐れず広範囲に渉る多様性を活用する企業と

して、 お客様に信頼されて参りました。

私達はビジネスの世界で常に学習し、 豊かなアイデアの宝庫を活用する文化を創りたい

と考え、 それを素早く実行に移す組織の能力こそが、 企業にとって競争力を獲得する究

極の手段だと理解しています。

お客様にとって価値のあるもの、 成功するためには欠かせないものの一つとして、 私達

を選択していただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表取締役　増岡　秀幸 



会社概要

■業務内容 ：
　１） 原料 （銅、 黄銅、 アルミ等の非鉄金属原料及び地金販売）

　２） 伸銅品 （銅、 黄銅、 燐青銅、 ベリリウム銅、 などの製品販売及び加工）
　　　　　　　
　３） 上記素材に関するコンサルタント業務等

■所在地 ：

常務取締役    川口　洋二　　

昭和３４年１２月

代表取締役    増岡　秀幸

■社名 ： 株式会社増岡商店

■役　員 ：

本社 : 東京都墨田区墨田 ５-９-１４

立花倉庫 : 東京都墨田区立花 ５-４５-６

墨田ヤード : 東京都墨田区東墨田 ３-５-１

０３-３６１４-１８８８　　
０３-３６１４-１８９０

Ｍａｉｌ :

ＵＲＬ :

■設　立 ：

■資本金 ： ２,０００万円

■代表者 ： 代表取締役　　増岡　秀幸

■決算期 ：

■敷地面積 ：

８月

墨田営業所 ７００㎡　立花倉庫 ３３０㎡

■業務内容 ：
１） 原料 （銅、 黄銅、 アルミ等の非鉄金属原料及び地金販売）

２） 伸銅品 （銅、 黄銅、 燐青銅、 ベリリウム銅、 などの製品販売及び加工）

３） 上記素材に関するコンサルタント業務等

常務取締役    川口　洋二　　

■決算期 ：

■敷地面積 ：

８月

墨田営業所 ７００㎡　立花倉庫 ３３０㎡

八広営業所 :東京都墨田区八広 ６-５２-１６-２０１　

ＴＥＬ ： ０３-３６１３-１７７５　　
ＦＡＸ ： ０３-３６１３-１７７６

ＴＥＬ ：
ＦＡＸ ： 

ｉｎｆｏ＠ｍａｓｕｏｋａ-ｃｏｒｐ.ｃｏｍ

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｍａｓｕｏｋａ-ｃｏｒｐ.ｃｏｍ/



■取引銀行 ： みずほ銀行押上支店

　　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行向島支店

　　　　　　東京東信用金庫隅田支店

　　　　　　阿波銀行江戸川支店

■主取引先 ： （敬称略）　

　三井住友金属鉱山伸銅株式会社

■設備 ：

　ダブルレール天井 ２.８㌧クレーン

　３００馬力三方締プレス　　　　　　

　３０㌧台貫　　　　　　　　　　　　　　 

　２５㌧台貫　　　　　　　　　　　　　　　

　５馬力切断機

　アリゲーターシャーリング

【運搬車両】

　１１㌧

　１０㌧

　８ ㌧

　３ ㌧

【品質管理機器】

　蛍光Ｘ線分析装置 （ＳＩＩ社製）　

【作業車両】

　３㌧フォークリフト

　３㌧回転フォークリフト

　２.５㌧フォークリフト

　１.５㌧フォークリフト
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古河電気工業株式会社　　　　
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扇谷興業株式会社　
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会社沿革 

【環境基本理念】

株式会社増岡商店は、 ますます深刻化する地球環境問題に対して環境保全の

重要性を認識し、 非鉄金属リサイクル業の事業活動を通じて地球環境との共生

と調和を経営の重要課題とします。

ついては、 環境経営システムを構築し環境負荷の持続的削減を目標に取り組み

ます。

【環境方針】

１．ＥＡ２１を基本とした環境経営システムに取り組み、 環境関連法令、 条例を厳守

　すると共に地域環境に配慮しつつ環境活動の継続的な改善を図ります。

２． 環境目標、 行動計画として下記の項目を設定し重要課題として取り組みます。 　

　　　①ＣО２排出量削減

　　　②グリーン購入の推進

　　　③廃棄物の適正な分別と削減

　　　④非鉄金属再資源化率の維持

　　　⑤総排水量の削減

３． 全従業員に環境方針を周知徹底するとともに社外にも理解、 協力を求めます。

環境方針

増岡勝蔵が、 墨田区墨田５-９-２にて　

非鉄金属リサイクル業を目的として個人営業開始。

資本金１,０００万円で株式会社増岡商店設立。

新営業所を墨田区墨田５-９-１４に開設。

増岡紀一郎が、 代表取締役社長に就任。

墨田区立花に営業所新設移転。

非鉄金属製品部門販売開始。

資本金２,０００万円に増資。

墨田区東墨田に墨田ヤード新設。 

墨田区八広に八広営業所新設。 

昭和 ８年  １月 ：

  　　　　　　　 

昭和３４年 １２月 ：

昭和４０年　１月 ：

昭和４５年　９月 ：

昭和５９年　６月 ：

平成  １年　６月 ：

平成 ７年 １２月 ：

平成１０年　２月 ：

平成２３年　４月 ：

平成２９年　２月 ： 　増岡秀幸が、 代表取締役に就任。



本 　 社　　〒１３１-００３１　東京都墨田区墨田５-９-１４

八広営業所　〒１３１-００４１　東京都墨田区八広６-５２-１６-２０１

ＴＥＬ ： ０３-３６１４-１８８８
ＦＡＸ ： ０３-３６１４-１８９０

ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｍａｓｕｏｋａ-ｃｏｒｐ.ｃｏｍ

増岡商店株式会社

ＴＥＬ ： ０３-３６１３-１７７５
ＦＡＸ ： ０３-３６１３-１７７６

立花倉庫　　〒１３１-００４３ 東京都墨田区立花５-４５-６

墨田ヤード　 〒１３１-００４２ 東京都墨田区東墨田３-５-１
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