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会社概要

グループ組織図

ノースジニアス・アール株式会社は、札幌市ワーク・
ライフ・バランス plus 認証取得企業です。

ロゴ

(株)ノースジニアス

グループ会社運営管理
FC推進事業

エアリアルジャパン(株)

ドローン空撮事業
動画制作事業
ドローンアカデミー札幌校運営

ノースジニアス・アール(株)
リサイクル事業
環境事業
遺品 事業整理
レンタル事業
ライフスタイル事業

北日本ケアサポート(株)

Web
介護福祉支援事業

戦略事業

ノマドデザイン(株)
民泊事業
レンタルスペース事業
キッチンカー事業

NPO法人はなうた
高齢者福祉事業
障がい福祉事業

コーポレートサイト
https://e-morayces-lives.co.jp/

リクルートサイト
https://lives-recruit.com/



事業沿革

1月　リサイクルショップ『COLLECT ONE』イーストガレージクローズ
1月　海外輸出、資源リサイクル強化のため白石区菊水に『リサイクルセンター』オープン
8月　社名を『ノースジニアス・アール』に変更
9月　サステナブルを軸としたリメイク・アンティーク家具販売店『ReMOKU』オープン
10月   サステナブルを軸としたカフェ『SRC～Sustainable ReMOKU Cafe～』オープン
11月　業務拡大のため、リサイクルショップ『COLLECT ONE』北郷店をリニューアル

2021

2月　オフィス不用品回収『処分屋ネコの手』を開始
3月　横浜 遺品整理『想いて』を開始
7月　PC買取専門店　eラボワールドを開始
11月　『処分屋ネコの手』を『おまかせネコの手』に屋号変更

2020

2019
7月　函館 遺品整理『想いて』を開始
12月　カメラ・レンズ専門買取サービス
            『EZO CAMERA』を開始

2018

5月　業務拡大による人員移動のためリサイクルショップ
          『COLLECT ONE』月寒店クローズ
5月　苫小牧 遺品整理『想いて』を開始
6月　旭川 遺品整理『想いて』を開始

2017

2月　リサイクルショップ『COLLECT ONE』イーストガレージオープン
7月　札幌 遺品整理『想いて』を開始

2016
4月　リサイクル家電のレンタルサービススタート

2015 1月　リサイクルショップ『COLLECT ONE』白石ガレージオープン
8月　株式会社ノースジニアスによる持株会社として
          エ・モレイセス・リヴズ株式会社設立

2014
2月　不用品の買取回収サービス『処分屋ネコの手』を開始

2013
1月　リサイクルショップ『COLLECT ONE』月寒店オープン
8月　リサイクルショップ『COLLECT ONE』北郷店オープン

2012

6月　札幌市豊平区に現在のホールディングス会社である
          株式会社ノースジニアス設立





2022 年は新たに、体験型アウトドアショップ＆カフェ
「Natural Life Style sabi」を立ち上げ、多様な人材活躍
の場も広がったと感じています。

このように新たな挑戦ができるのは、創業から事業活動
の基盤として会社を支えて続けてきた、リサイクルショッ
プ運営や不用品買取事業に携わるすべての従業員のおか
げだと思っています。

そして遺品整理想いては、パートナー企業との連携によ
り道内各地でサービスの提供を実現し、おかげさまで業
界満足度は道内トップレベルにまで成長しました。

現在も、各サービスをさらに充実させるための新たな計
画を進めているところです。

まだまだ社歴の浅い組織となりますが、今後は新卒採用
にも力を入れ、自由な発想と個々人の能力や特性を活か
すことで、さらなる価値想像を目指します。

代表挨拶

ノースジニアス・アール株式会社
代表取締役　安藤 圭祐

弊社は2021年 8月 10日に、エ・モレイセス・リヴズ
という会社名から、母体であるノースジニアスとさらな
る一体感を持つべく、現在の社名へと変更しました。

我々ノースジニアス・アールは、『地球にとって、人にとっ
て。より豊かな「環境」を。』というビジョンをもとに、サー
キュラー・エコノミーの推進に力を入れています。

特に” 製品寿命の延長” と” 回収とリサイクル” にフォー
カスし、リユース・リメイク・リサイクル・レンタルという、
独自の 4Rを定義。その事業領域に大きなリソースを割い
ています。
そんな私たちのバリューは、『モノの循環を通じて、世の
中に新たな「価値」を再構築する。』ことだと考えています。

また、ノースジニアスグループ全体においても、サステ
ナブルな企業体を目指しております。
2030年までの全世界共通目標である、SDGs の達成に向
けても微力ながら実践し、発信も続けています。

ノースジニアス・アールも、そんなサステナブルカンパ
ニーの一員として、より豊かな環境を求めるすべての人
のために、活動を続けてまいります。



コレクトワン

設立当初から、基幹事業として当社を支えて
きた総合リサイクルショップです。現在は白
石区北郷と菊水に２店舗構えています。
リサイクルショップというと、店頭での買取
や販売を行っている大きな店舗を想像する方
が多いかもしれませんが、コレクトワンはそ
のような形態とは少し異なります。
販売はインターネットオークションサイトな
どを通じて、買取はお客様のご自宅等に伺う
出張買取をメインとしています。
さらに北郷店内には、品物をより専門的に細
分化した「EZO CAMERA」「EZO AUDIO」「e
ラボワールド」の営業拠点にもなっています。
また、リサイクルやリユースは事業活動その
ものが SDGs（持続可能な開発目標）への貢
献に繋がります。
大量生産・大量消費の社会経済的背景により
物が溢れている今日、まだ使えるものを安易
に廃棄せずできる限り市場へ戻すことで、廃
棄物や CO2 排出量を抑制するという大切な
取り組みの一翼を担っています。

おまかせネコの手

引っ越しや片付けに伴いどうしても出てしま
う不用品。大型の家財道具となるとその運び
出しや処分における肉体的負担は大きくな
り、「費用がかかってもいいから業者にまと
めて持って行ってもらおう」と考える方も少
なくありません。しかし、一般家庭から処分
費をいただいて持ち帰る行為は、札幌市の条
例で禁止されています。
札幌市では一般廃棄物収集運搬の許可を持つ
業者は一社しかないことからサービスの需要
と供給が釣り合わず、処分費用を回収してゴ
ミを持ち帰る業者が存在し、それが黙認され
ている現状も。
おまかせネコの手は、このような法令をしっ
かりと遵守するとともに、お客様の困りごと
も解決できるよう、ベストな方法を日々ご案
内しています。
リサイクルショップを運営しているため買取
に強く、お客様が” ゴミとして処分” と考え
ていた物でも買取れることがあり、喜んでい
ただけるケースも珍しくありません。
引っ越しや大掛かりなお片づけは頻繁に行わ
れないことからリピーターがうまれにくいと
される業界ですが、ネコの手は誠実なサービ
ス提供を徹底することで、数ヶ月・数年越し
に再度依頼をいただくケースが続出していま
す。



遺品整理 想いて

北海道の遺品整理業界でトップクラスの実績
を持ち、数少ない遺品整理士認定協会の特別
賛助会員に認定されています。
サービス立ち上げからおよそ 2年で旭川、苫
小牧、函館、横浜へ FC展開するなど、パー
トナーシップで事業の拡大を続けています。
サービス名の由来は「想いに寄り添って」。
遺品整理に関連するさまざまなご依頼者様の
困りごとに対応できるよう、生前整理、不用
品買取、お焚き上げ供養、所有不動産の売却
先紹介、相続についての相談なども行ってい
ます。
デリケートな側面も持ち合わせる遺品整理で
すが、スタッフたちは遺品整理士協会の勉強
会、買取・真贋研修への参加など研鑽を重ね
ることで、ご依頼者様に「依頼してよかった」
と言っていただけるサービスの提供を実現し
ています。
スタッフが持つ遺品整理関連資格は、遺品整
理士、相続診断士、就活カウンセラー、シニ
アライフカウンセラーなどさまざま。
超高齢化社会が進む昨今、メディアからも注
目され、これまでテレビ、ラジオ、専門誌な
ど、多数のメディアに出演させていただきま
した。

e ラボワールド

パソコンの買取販売専門事業です。中古 PC
の買取販売はもちろん、パーツの販売、リペ
ア、メンテナンス、また一からの PC製作な
ども行っています。
PCといってもスペックや用途はさまざまで
すが、近年では特にテレワークや Youtube
投稿、インターネット通販を行う方が急増し、
PCはもはや生活必需品となってきています。
一方で、「新品は高価で手が出せない」「補助
的に使えるくらいのパソコンがほしい」とい
う方も少なくありません。
そこで、PCを必要としている方をサポート
したいというスタッフの声により、2020 年
よりサービスをスタートしました。
eラボワールドでは、重量ゲーム用の本格
ゲーミング PC、初心者ゲーマー用のライト
ゲーミング PC、Youtuber 向け、オフィス用、
学生向けなど、時代のニーズに合わせた PC
を幅広く取り扱っています。
はじめはインターネット販売を専門としてい
ましたが、2022 年からはコレクトワン北郷
店内に販売スペースを設置しました。



Natural Life Style sabi

2022 年 1 月にオープンした、プロキャンパー
プロデュースの体験型キャンプ &カフェ
ショップです。
キャンプ用品、アウトドア用品、ガレージブ
ランド品の買取・販売・レンタルはもちろん、
屋上テラス BBQ、薪割り体験、火おこし体験、
ピザ釡体験など、アウトドアに関するさまざ
まなイベントを行っています。
キャンプブームといわれる昨今、メジャーブ
ランドだけでは物足りないというコアな層が
急増しています。
そのようななかで、特にガレージブランドに
おいては、Hilander、WHATWEWANT、
S,more、1/fSPACE、FIRESIDE など、他では
類を見ないマニア垂涎のレアブランドを取り
揃えています。
店内にはカフェスペースもあり、コーヒーや
スイーツ、お食事を楽しむこともできます。
ソロキャンプ派からファミリーキャンプ派ま
で、アウトドア好きなスタッフたちが、お客
様へ新しいライフスタイルを提案していま
す。

EZO AUDIO

オーディオの買取販売専門事業です。
主に、アンプ、スピーカー、プレイヤー、レ
コードプレイヤー、スピーカーパーツ、PA
機器、アクセサリなどを取り扱っています。
札幌市内にはオーディオを専門的に取り扱っ
ているお店が少なく、価値が正しく査定され
ないケースもあります。
EZO AUDIO のスタッフは、休日にオーディ
オ機器を取り扱っているお店を回るくらいの
オーディオ好き。
また、前職でオーディオを専門に買取を行っ
ていた経験豊富なスタッフも在籍していま
す。
スタッフ自身もオーディオが好きだからこ
そ、価値を正しく査定し、お客様に気持ちよ
く過ごしていただきたいという想いで日々業
務に励んでいます。
また、お客様が遺品整理や引っ越しに伴うお
片付けを行う際に、長い間収納されていた
オーディオが出てくることも少なくありませ
ん。
このような場合、どう整理すれば良いか分か
らず困ってしまうケースがありますが、遺品
整理や不用品買取のサービスも提供している
当社だからこそ、連携しながら専門性を高め
られています。



NPO法人が行っている学習支援において、コロナウイルスの影
響でボランティアスタッフによる対面指導が難しくなってしまい
ました。当時は PCが一台しか設置されておらず、複数名いる子
どもたち全員が遠隔指導を受けられる環境にありませんでした。
そこで、子どもたちが平等に遠隔授業を受けられるよう、タブレッ
トのレンタルを開始しました。

タブレットのレンタルで学習支援

EZO CAMERA

カメラの買取販売専門事業です。デジタルカ
メラ、フィルムカメラ、一眼レフカメラ、銀
塩カメラ、クラシックカメラ、カメラレンズ
など、家庭用製品からプロ機材まで取り扱っ
ています。
さらに、ニコン、キャノン、ペンタックス、
ライカ、ハッセルブラッド、コンタックスな
ど、あらゆるメーカーを網羅的に取り扱って
います。
実はフィルムカメラなどの中古カメラはファ
ンの間で根強い人気があり、北海道は湿気が
少ないため保存状態も良好な商品が多いとい
われています。
フォトコンテストでの入賞経験もあるプロ
フェショナルなスタッフが在籍しており、正
しい知識と価値の査定でお客様から選ばれる
サービスを実現しています。
過去には「はじめてのフィルムカメラ教室」
というワークショップも開催しており、カメ
ラの使用方法のレクチャーやスナップ撮影、
品評会を行うなど、地域の方にも親しまれて
います。

Sustainability

保健・栄養、教育、防災、人道支援などの分野において、世界約
120ヶ国で 4,480 万人を超える子どもの支援をしている団体へ
寄付をしています。
店内に設置している給茶器を利用する際に、従業員が任意で募金
箱にお金を入れるという、全員が簡単に参加できる取り組みです。

セーブ・ザ・チルドレンへの寄付

環境にやさしい取り組みを自主的に行っている事業所として、
札幌市より登録いただきました。
取り組みとともに、その啓発活動にも力を入れています。

さっぽろエコメンバー登録

ノースジニアス・アール株式会社は、SDGs（持続可能な開発目標）の理念に賛同し、その実現に向けた取り組みを行っています。

従業員全員が取り組める寄付活動から、事業そのものがSDGsの活動まで。
ノースジニアス・アールは、” リユース・リサイクル” というSDGsと強く結びついた業界です。
2021年は約3.5億円相当の価値ある物を、再販や資源リサイクルによって「廃棄」という選択肢
から救いました。
また、2021年のセーブ・ザ・チルドレンへの募金額は105,637円。これは、栄養不良の子ども
約126人へ、1週間分の栄養治療食を提供することができる額に相当します。
大規模企業でなくてもできることを考え、共感し合えるパートナー企業と力を合わせることで、
次第に活動の幅を広げています。



地球にとって、人にとって。
より豊かな「環境」を。


