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2023年４月３日 

株式会社タケエイ 

 

 

当社は、以下のとおり役員体制を決定しましたのでお知らせいたします。 

（◎…新任  ○…昇任） 

 

 

廃棄物処理・リサイクル事業 ― 建設廃棄物 

＜株式会社タケエイ＞  

取締役 

  

監査役 

 

執行役員              ※取締役兼務 

 

代表取締役会長 〔CEO、渉外担当〕 三本 守  

代表取締役社長 〔COO〕 阿部 光男  

取締役 〔営業本部担当〕 小池 陽二  

取締役 〔事業本部担当〕 粕谷 毅  

取締役 〔管理本部担当〕 上川 毅  

取締役 〔エネルギー事業本部担当〕 古舘 将司  

取締役（非常勤）  松岡 直人  

社外取締役  梅田 明彦  

社外取締役  森谷 賢  

監査役  金井 昭  

社外監査役  杉野 翔子  

代表執行役員  阿部 光男 ※ 

専務執行役員 営業本部長 小池 陽二 ※ 

専務執行役員 事業本部長 粕谷 毅    ※ 

常務執行役員 管理本部長 上川 毅 ※ 

常務執行役員 エネルギー事業本部長 古舘 将司 ※ 

常務執行役員 経営企画本部長 大島 伊貢  

執行役員 営業本部副本部長 兼 東北支店長 上村 嘉勝  

執行役員 事業本部副本部長 兼 川崎リサイクルセンター長 林 隆行  

執行役員 管理本部副本部長 西原 礼  

執行役員 事業監査部長 福嶋 慶久  

執行役員 経営企画本部副本部長 兼 財務経理部長 髙橋 雄太  

執行役員 エネルギー事業本部副本部長 兼 エネルギー事業部長 樺 宏幸  

執行役員 経営企画本部 相馬事業所長 三本 鋭植  
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廃棄物処理・リサイクル事業 ― マテリアル 

＜株式会社池田商店＞ 

 

＜株式会社ギプロ＞  

 

＜株式会社グリーンアローズ関東＞ 

 

＜株式会社グリーンアローズ東北＞ 

 

＜株式会社タケエイメタル＞     

 

＜東北交易株式会社＞ 

 

＜イコールゼロ株式会社＞ 

代表取締役社長  岸上 章男  

取締役  吉田 義雄  

取締役  益田 実  

取締役  古舘 将司  

監査役  髙橋 雄太  

代表取締役社長  大島 健嗣  

取締役  上野 真吾  

取締役                                三浦 和人  

監査役  芹澤 典子  

代表取締役社長  黒澤 充洋  

取締役  小室 久幸  

取締役  藤本 秀之  

監査役  大川 正洋  

代表取締役社長  上村 嘉勝  

取締役  小嶋 努  

取締役  大多和 正宏  

監査役  星野 宏明  

代表取締役社長  戎谷 義孝  

取締役  盛 賢次郎   

取締役  矢田部 毅  

監査役  林 隆行  

代表取締役社長  三本 鋭植  

常務取締役  齋藤 欣一  

取締役  菊地 徹  

監査役  中川 賢男  

代表取締役社長  林 宏道  

代表取締役専務  生貝 和徳  

常務取締役  児玉 伸広  

取締役  石川 鉄兵  

監査役  南 隆志  
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＜株式会社Ｔ＆Ｈエコみらい＞ 

 

＜株式会社グリーンアローズホールディングス＞ ※持分法適用関連会社 

 

＜TREガラス株式会社＞ ※TREホールディングス㈱ 100%子会社 

 

廃棄物処理・リサイクル事業 ― ランドフィル 

＜株式会社北陸環境サービス＞                     

 

＜株式会社信州タケエイ＞    

 

＜株式会社門前クリーンパーク＞  

 

 

代表取締役社長  徳山 重男  

取締役  小池 陽二  

取締役  伊東 孝郎  

取締役  兼信 裕  

監査役  木村 俊仁  

代表取締役社長  三本 守  

取締役  山本 浩也  

取締役  下田 守彦  

監査役  樺 宏幸  

代表取締役社長  行森 秀和  

専務取締役  小林 久晃  

取締役  小西 武  

取締役  浅野 晃可 ◎ 

監査役  相原 さよみ  

代表取締役社長  太田 英貴  

常務取締役  家弓 亮太郎  

常務取締役  北 知則  

取締役  梅村 真二郎  

監査役  南 隆志  

代表取締役社長  雨宮 栄城  

取締役  野澤 仁  

取締役  徳山 重男  

取締役  三田 藤太  

監査役  伊藤 文雄  

代表取締役社長  三本 守  

常務取締役  徳山 龍雄  

常務取締役  家弓 亮太郎  

取締役  太田 英貴  

取締役  北 知則  

取締役  松本 圭介  

取締役  小森 久  

監査役  中川 賢男   



 - 4 - 

＜株式会社タケエイエナジー＆パーク＞ 

 

 

再生可能エネルギー事業 （非廃棄物処理事業） 

＜市原グリーン電力株式会社＞                                                        

 

＜株式会社津軽バイオマスエナジー＞                                                        

 

＜株式会社花巻バイオマスエナジー＞ 

  

＜花巻バイオチップ株式会社＞ 

 

 

 

 

 

代表取締役社長  粕谷 毅  

取締役  松本 圭介  

取締役  笠原 新二  

監査役  須藤 雅之  

代表取締役社長  加藤 一之  

取締役  阿部 光男  

取締役  古舘 将司  

取締役  青山 和史 ◎ 

監査役  樺 宏幸  

代表取締役社長  水木 宏之  

取締役  奈良 進  

取締役  高橋 明朗  

取締役  河合 雄介  

取締役  佐藤 剛  

取締役  秋庭 勉  

監査役  飯田 淳二  

代表取締役社長  高橋 明朗  

取締役  三田 藤太  

取締役  水木 宏之  

取締役  秋庭 勉  

取締役  河合 雄介  

取締役  佐藤 剛  

監査役  飯田 淳二  

代表取締役社長  高橋 明朗  

取締役  三田 藤太  

取締役  河合 雄介  

取締役  奈良 進  

取締役  下山 裕司  

取締役  佐藤 順一  

監査役  飯田 淳二  
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＜株式会社大仙バイオマスエナジー＞ 

 

＜株式会社タケエイグリーンリサイクル＞  

 

＜株式会社田村バイオマスエナジー＞ 

 

＜株式会社タケエイ林業＞  

  

＜株式会社タケエイでんき＞  

 

＜株式会社津軽エネベジ＞ 

 

代表取締役社長  河合 雄介  

取締役  水木 宏之  

取締役  秋庭 勉  

取締役  高橋 明朗  

取締役  三田 藤太  

監査役  樺 宏幸  

代表取締役社長  秋庭 勉  

常務取締役  安原 治  

常務取締役  川島 一弘  

取締役  高橋 明朗  

取締役  水木 宏之  

取締役  加藤 一之  

監査役  樺 宏幸  

代表取締役社長  古舘 将司  

常務取締役  外崎 貴康  

取締役  水木 宏之  

取締役  高橋 明朗  

取締役  秋庭 勉  

監査役  樺 宏幸  

代表取締役社長  我妻 修  

専務取締役  安倍 誠  

取締役  水木 宏之  

取締役  三田 藤太  

取締役  奈良 進  

取締役  加藤 一之  

取締役  高橋 明朗  

取締役  秋庭 勉  

取締役  安原 治  

監査役  三橋 良匡  

代表取締役社長  古舘 将司  

取締役  樺 宏幸  

取締役  三橋 良匡  

監査役  須藤 雅之  

代表取締役社長  奈良 進  
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＜循環資源株式会社＞ ※持分法適用関連会社                                                       

 

＜株式会社T・Vエナジーホールディングス＞            

 

＜株式会社V・Tエナジーマネジメント＞ ※持分法適用関連会社 

 

 

環境コンサルティング事業 （非廃棄物処理事業） 

＜環境保全株式会社＞                         

 

＜株式会社アースアプレイザル＞ 

 

 

 環境エンジニアリング事業 （非廃棄物処理事業） 

＜富士車輌株式会社＞  

 

 

以 上 

代表取締役社長  石井 伸知  

取締役  林 隆行  

取締役  小尾 正則  

監査役  中新田 直生  

代表取締役社長  古舘 将司  

取締役  樺 宏幸  

取締役  ジャウメ・ヴィリア(Jaume Villa)  

監査役  三橋 良匡  

代表取締役社長  ジャウメ・ヴィリア(Jaume Villa)  

取締役  ステファニー・カルティエ（Stephanie Cartier)  

取締役  古舘 将司  

監査役  薩摩 英之 ◎ 

代表取締役社長  竹内 司  

取締役  村上 毅  

取締役  高橋 知行  

取締役  石川 鉄兵  

監査役  領塚 眞一  

代表取締役社長  長谷川 元彦  

取締役  山縣 滋  

取締役  尾崎 理人  

取締役  家弓 亮太郎  

監査役  西原 礼  

代表取締役社長  鳥居 周   

常務取締役  中嶋 洋一   

取締役  玉本 裕司  

取締役  蔭山 庄二郎  

監査役  中西 達雄  


