
サンドビック・コロマントは環境への配慮と原材料である希少資源の
有効活用を求めて「サンドビック・リサイクリングコンセプト」を推進しています

Coromant Recycling Concept

100％コロマント内部で処理
再び製品としてお客様へお届けしています

サンドビックリサイクリングコンセプト
使用済みの超硬工具を有効に処理するために

コロマント製品をご使用頂いているユーザー様、もしくはコロマント会会員店様

サンドビック リサイクル
使用済超硬工具  買取申込書

御社名

T 　 E 　 L

ご担当者様

ご住所  〒　　　－

F　A　X

ユーザー様・コロマント会会員店様
■買取申込書

■リサイクル可能なお客様

■リサイクル対象品

■お申込方法

送付先社名

ご 希 望
ボックス数

個

T 　 E 　 L

ご担当者様

ご住所  〒　　　－

F　A　X

E - m a i l

E - m a i l

回収ボックス送付先（上記と送付先が異なる場合は下記にご記入ください）

上記ユーザー様・コロマント会会員店様の個人情報は弊社ホームページに掲載しておりますプライバシーポリシーに従い適切に管理いたします。また個人情報は、使用済
超硬工具の買取に関連する業務、ご案内、お知らせに限って使用いたします。
情報の修正が必要な場合は、超硬リサイクル総合窓口　E-mail: service.coromant@sandvik.com　電話（052）778-1049へお申し出くださいますようお願いいたします。

❶下記の太枠にお客様の情報をご記入ください   
❷ご記入頂いた本書をサンドビック超硬リサイクル総合窓口
　E-mail: service.coromant@sandvik.com または FAX.052-78-5010 へお願いします
　   尚、お申込頂く場合、別紙「使用済み超硬工具の買取規約（2019.2.15改定）」に同意頂いたものとさせて頂きます。
❸記載頂いた住所へ回収ボックス（木箱）を送付させて頂きます

※ご留意点
　•分別のご協力をお願い致します。切屑・その他の異物混入している場合査定額が下がることがあります。   
　•検量は１㎏単位とし小数点以下は切り捨てになりますので、予めご了承ください。   
　•買取価格はタングステンの取引相場により変動します。到着時の買取価格が適用になります。
　　買取価格のご照会は弊社担当営業またはリサイクル総合窓口（E-mail: service.coromant@sandvik.com）にお願い致します。
　　なお、回収ボックス到着時点で、お客様が到着時の買取価格にて売却することに同意いただいたものとさせていただきます。

超硬チップ、超硬エンドミル、超硬ドリル対象品
サーメット、セラミック、超硬ロー付けエンドミル・ドリル・ハイス工具、CBN、PCD
サーメット、セラミック、ハイス、CBN、PCD、輸出管理規制対象のウィスカー系セラミック（弊社製品材種セラミック670）、超硬工具以外の金属くず等、 汚泥、その他法令で
特別な処理の必要な廃棄物は回収しておりません。また超硬工具以外のものが混入している場合は買取代金が減額または買取ができないことがあります。

対象外

初めての
お客様のみ

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）●北海道…北海道
●東北……該当なし

●関東…茨城県、長野県
●中部…静岡県、岐阜県、福井県

●近畿…大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
●中国…広島県、岡山県、島根県、山口県

●四国…徳島県
●九州…該当なし

留意事項：コロマント会会員店様、及びグループ会社から使用済み超硬工具を集めて集中管理している企業様においては、金属くず商の定義
における他社から金属くずを購入して当社へ転売するケースに該当します。この場合は、所在地の都道府県条例により金属くず商
の許可・届出が必要になることがありますので、必ず所在地の最新の都道府県条例をご確認ください。

E-mail: service.coromant@sandvik.com
FAX 052-778-5010

超硬リサイクル
総合窓口

CG-056J/R6 19.02® 技術的改良により仕様を予告なく変更する場合もあります。

サンドビック株式会社　コロマントカンパニー

カンパニー本社 〒465-0025  名古屋市名東区上社1丁目1801
                 TEL（052）456-4465　FAX（052）778-5010

●横浜営業所●仙台営業所●高崎営業所●北関東営業所●名古屋営業所
●大阪営業所●金沢営業所●兵庫営業所●岡山営業所●広島営業所●福岡営業所

環境に配慮し、このカタログでは植物油インキを使用しております。



効率的に回収し再び製品を国内のお客様へお届けする世界45カ国の
回収ネットワークを構築しています。

●国際標準ISO、OHSAS認証のリサイクリングシステム

●廃棄物を減らし、環境への負荷を低減。CO₂排出量を約30％低減

●資源の有効活用によりパウダー製造時のエネルギー消費を約70％削減

●全てのメーカーの超硬工具の回収

●希少資源（タングステンやコバルト）の有効活用

お客様登録

検量結果の
ご確認

請求書を
送付

代金の
お受け取り

FAXまたはE-mailにて
ご連絡いたします。

買取申込書にて
お申込み下さい。
（裏面をご参照下さい）

（初めてのお客様のみ）

買取検収明細書に基づき、
請求書を作成し、サンドビック宛に

ご送付下さい。

請求書に基づき、
お支払いをさせて頂きます。

無償回収ボックス
のお取り寄せ

分別回収
ソリッド工具とチップを
分別して下さい。
メーカーは問いません。

回収ボックス
発送

￥

1

6 7 8

2 3 4

5

〈ご注意〉
●リサイクル処理の工程上、ソリッドとチップに分別をお願いしています。
　ご協力の程、宜しくお願いいたします。
●切りくず・その他異物が混入しないようにご協力ください。
●買取り価格はタングステン相場に連動して変動します。

■発送先
　〒987-2203
　宮城県栗原市築館字下宮野砂田65
　有限会社東北ファスナー　リサイクルセンター宛

■お問い合せ
　超硬リサイクル総合窓口
　E-mail: service.coromant@sandvik.com
　TEL 052-778-1049

E-mail

ご記入の申込み用紙を
Eメール 　FAXor

申込み用紙はボックスに同封されています。
発送主とお支払い先が違う場合は、
お支払い先の情報もご記入下さい。

E-mail: t-fastener@vesta.ocn.ne.jp
FAX.0228-22-6127

●3
●2

●

●2
製造拠点

製造拠点

製造販売回収拠点

再生拠点

1

回収工具

再生資源

再生資源

製品

製品

サンドビック・コロマント リサイクルネットワーク
簡単な回収　大きな効果 100％コロマント内部で処理。再び製品としてお客様へお届けしています。

作業手順［全メーカーの超硬工具を回収致します］
■対象品目　超硬チップ・超硬コーティングチップ・超硬ソリッドエンドミル・ソリッドドリル
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CG-056J/R6 19.02® 技術的改良により仕様を予告なく変更する場合もあります。
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