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代表取締役

伊藤孝助

奈良県奈良市南条町１３６番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000040366号

平成24年10月2日

平成31年10月1日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=85069&Param0=&m
enu=2

2

株式会社アイザック・トラ
代表取締役
ンスポート

笹倉勲夫

富山県富山市米田町一丁目１番９ 産業廃棄物
号
収集運搬業

第03000000485号

平成24年8月7日

平成31年8月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=00337&Param0=&m
enu=2

3

株式会社アイザック・トラ
代表取締役
ンスポート

笹倉勲夫

特別管理産
富山県富山市米田町一丁目１番９
業廃棄物収
号
集運搬業

第03050000485号

平成24年8月7日

平成31年8月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=00337&Param0=&m
enu=2

1 株式会社Ｉ・Ｔ・Ｏ

4 株式会社アイデックス

代表取締役

井出保

大阪府高槻市津之江町二丁目２２ 産業廃棄物
番９号
収集運搬業

第03000005522号

平成27年5月30日

平成34年5月29日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=04233

5 赤井工業株式会社

代表取締役

宮本清富

和歌山県岩出市畑毛２２６番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03001135471号

平成26年11月17日

平成33年11月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=464269

6 赤井工業株式会社

代表取締役

宮本清富

和歌山県岩出市畑毛２２６番地

産業廃棄物
処分業

第03021135471号

平成26年11月17日

平成33年11月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=464269

7

アサヒプリテック株式会
社

代表取締役

櫻井勉

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１ 産業廃棄物
番地
収集運搬業

第03000000503号

平成25年12月10日

平成32年12月9日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60025

8

アサヒプリテック株式会
社

代表取締役

東浦知哉

特別管理産
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１
業廃棄物収
番地
集運搬業

第03050000503号

平成27年10月29日

平成34年10月28日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60025

代表取締役

足立哲夫

京都府京都市伏見区横大路菅本９ 産業廃棄物
１－８
処分業

第03000002563号

平成30年2月5日

平成37年2月4日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=225953&Param0=&
menu=2

9 株式会社アダチ
10

尼崎ドラム罐工業株式
会社

代表取締役

久保恭利

兵庫県尼崎市東海岸町１番地の５ 産業廃棄物
０
収集運搬業

第03000003281号

平成28年6月3日

平成35年6月2日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60203

11

尼崎ドラム罐工業株式
会社

代表取締役

久保恭利

特別管理産
兵庫県尼崎市東海岸町１番地の５
業廃棄物収
０
集運搬業

第03050003281号

平成28年6月3日

平成35年6月2日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60203

12 株式会社井奥建材工業 代表取締役

井奥歳一

和歌山県紀の川市桃山町調月５１ 産業廃棄物
９番地１
収集運搬業

第03011029472号

平成29年7月6日

平成36年3月29日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=26176&Param0=&m
enu=2

13 株式会社井奥建材工業 代表取締役

井奥歳一

和歌山県紀の川市桃山町調月５１ 産業廃棄物
９番地１
処分業

第03041029472号

平成24年7月6日

平成31年5月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=26176&Param0=&m
enu=2

14 株式会社石井建材店

代表取締役

石井沖彦

和歌山県有田市港町７９３番地の２ 産業廃棄物
４
収集運搬業

第03014034152号

平成30年10月30日

平成36年10月29日

http://www.eonet.ne.jp/~ishii381/news.html

15 株式会社石井建材店

代表取締役

石井沖彦

和歌山県有田市港町７９３番地の２ 産業廃棄物
４
処分業

第03024034152号

平成28年7月1日

平成35年5月17日

http://www.eonet.ne.jp/~ishii381/news.html
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16 株式会社イボキン

代表取締役

高橋克実

兵庫県たつの市揖保川町正條３７ 産業廃棄物
９番地
収集運搬業

第03000021745号

平成28年5月10日

平成35年5月9日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=81155

17 株式会社インテック

代表取締役

國中賢吉

奈良県奈良市三条大路一丁目１０ 産業廃棄物
番６号２
収集運搬業

第03000015573号

平成29年8月7日

平成36年8月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=623372

18 株式会社インテック

代表取締役

國中賢吉

特別管理産
奈良県奈良市三条大路一丁目１０
業廃棄物収
番６号２
集運搬業

第03050015573号

平成28年8月9日

平成35年8月8日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=623372

19 株式会社植田建設

代表取締役

植田直子

大阪府大東市大字龍間９９６番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000037996号

平成28年11月14日

平成35年11月13日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=31274

20 栄伸開発株式会社

代表取締役

細川秀則

奈良県葛城市忍海４８７番地の５

産業廃棄物
収集運搬業

第03000021393号

平成25年9月7日

平成32年9月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=579414

21 エスク三ツ川株式会社

代表取締役

村井良弘

大阪府大東市三箇四丁目１８番１８ 産業廃棄物
号
収集運搬業

第03000004374号

平成28年11月16日

平成35年11月15日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=65174

22 エスク三ツ川株式会社

代表取締役

村井良弘

特別管理産
大阪府大東市三箇四丁目１８番１８
業廃棄物収
号
集運搬業

第03050004374号

平成28年10月24日

平成35年10月23日 ex_u2.php?UserID=65174

23 オーエム通商株式会社

代表取締役

岡村睦夫

東京都八王子市小津町１０６番地１

産業廃棄物
収集運搬業

第03000001865号

平成24年4月16日

平成31年4月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=01390

24 オーエム通商株式会社

代表取締役

岡村睦夫

第03050001865号

平成29年8月25日

平成36年8月9日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=01390

第03050000558号

平成26年4月1日

平成33年3月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=500021

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=760051

特別管理産
東京都八王子市小津町１０６番地１ 業廃棄物収
集運搬業
特別管理産
大阪府大阪市住之江区平林南一
業廃棄物収
丁目４番５２号
集運搬業

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind

25

大阪廃棄物処理株式会
代表取締役
社

北口一

26

株式会社環境クリーン
サービス

大島たみ恵

和歌山県和歌山市府中３５５番地
の６

産業廃棄物
収集運搬業

第03013069401号

平成27年6月19日

平成34年6月8日

27

関西クリアセンター株式
代表取締役
会社

伊山権一

大阪府堺市西区築港新町三丁２７ 産業廃棄物
番地１７
収集運搬業

第03000078053号

平成27年8月24日

平成34年8月23日

28

関西チップ工業株式会
社

代表取締役

船越登

大阪府大阪市加島四丁目１９番１５ 産業廃棄物
－１０９号
収集運搬業

第03000049333号

平成29年11月24日

平成36年11月23日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=20332

29 株式会社カンポ

代表取締役

横山秀昭

京都府京都市伏見区羽束師古川
町２３３番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000004656号

平成27年5月8日

平成34年4月11日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=03543

30 北大阪清掃株式会社

代表取締役

岩元雅清

大阪府大阪市都島区内代町二丁
目７番３８号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000004060号

平成27年5月13日

平成34年4月12日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=03072

代表取締役
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31 株式会社木下カンセー

代表取締役

木下昌秀

京都府宇治市広野町西裏１００番
地の６７

産業廃棄物
収集運搬業

第03000039946号

平成28年7月15日

平成35年7月2日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=32938

32 木村工業株式会社

代表取締役

木村久雄

兵庫県明石市大久保町ゆりのき通 産業廃棄物
一丁目５番地の１７
収集運搬業

第03000022071号

平成29年4月7日

平成36年3月9日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=17700

33 喜楽鉱業株式会社

代表取締役

小宮山茂幸

滋賀県湖南市石部口二丁目７番３ 産業廃棄物
３号
収集運搬業

第03015004194号

平成26年7月16日

平成33年5月31日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=60271&Param0=004
194&menu=2

34 喜楽鉱業株式会社

代表取締役

小宮山茂幸

滋賀県湖南市石部口二丁目７番３ 産業廃棄物
３号
処分業

第03025004194号

平成29年9月11日

平成36年8月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60271

35 喜楽鉱業株式会社

代表取締役

小宮山茂幸

第03065004194号

平成29年9月8日

平成36年9月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=60271&Param0=004
194&menu=2

36 喜楽鉱業株式会社

代表取締役

小宮山茂幸

第03075004194号

平成29年3月9日

平成36年1月28日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60271

特別管理産
滋賀県湖南市石部口二丁目７番３
業廃棄物収
３号
集運搬業
特別管理産
滋賀県湖南市石部口二丁目７番３
業廃棄物処
３号
分業

37 株式会社国中環境開発 代表取締役

國中賢一

大阪府松原市天美我堂三丁目６７ 産業廃棄物
番地の１
収集運搬業

第03000001719号

平成23年9月6日

平成30年8月18日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=01274

38 株式会社国中環境開発 代表取締役

國中賢一

特別管理産
大阪府松原市天美我堂三丁目６７
業廃棄物収
番地の１
集運搬業

第03050001719号

平成27年9月24日

平成34年8月31日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=01274

窪宏征

奈良県北葛城郡王寺葛下四丁目１ 産業廃棄物
９８番地の２
収集運搬業

第03000037970号

平成23年9月28日

平成30年5月12日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=31251&Param0=037
970&menu=2

39

株式会社クボクリーン
サービス

40

株式会社クリーンクニナ
代表取締役
カ

坂本庄藏

大阪府松原市三宅中七丁目３番２ 産業廃棄物
８号
収集運搬業

第03000001918号

平成28年5月1日

平成35年4月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=604634

41

株式会社クリーンクニナ
代表取締役
カ

坂本庄藏

特別管理産
大阪府松原市三宅中七丁目３番２
業廃棄物収
８号
集運搬業

第03050001918号

平成29年3月16日

平成36年3月15日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=604634

42

株式会社クリンアース・
ジャパン

代表取締役

安田年道

三重県伊賀市西高倉６３４１番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000005138号

平成29年3月3日

平成36年3月2日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=391121&Param0=&
menu=2

43 株式会社ケーシーエス

代表取締役

片渕昭人

大阪府岸和田市尾生町１６４９番地 産業廃棄物
の１
収集運搬業

第03000004657号

平成26年9月17日

平成33年9月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=03544

44 株式会社ケーシーエス

代表取締役

片渕昭人

特別管理産
大阪府岸和田市尾生町１６４９番地
業廃棄物収
の１
集運搬業

第03050004657号

平成26年9月17日

平成33年9月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=03544

45 合同衛生株式会社

代表取締役

林博之

大阪府大阪市浪速区恵美須西三
丁目１６番４１号

第03000021811号

平成29年3月6日

平成36年3月5日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=489918

代表取締役
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産業廃棄物
収集運搬業

第03000001952号

平成28年8月25日

平成35年7月18日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=08546

許可の種類

46 甲陽興産株式会社

代表取締役

北

47 興隆産業株式会社

代表取締役

中川真治

兵庫県神戸市三宮町一丁目１番１ 産業廃棄物
号
収集運搬業

第03000007253号

平成26年9月15日

平成33年9月14日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=05605

48 興隆産業株式会社

代表取締役

中川真治

特別管理産
兵庫県神戸市三宮町一丁目１番１
業廃棄物収
号
集運搬業

第03050007253号

平成26年9月15日

平成33年9月14日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=05605

49 株式会社コスミック

代表取締役

國中伸也

大阪府枚方市春日西町二町目１番 産業廃棄物
７号
収集運搬業

第03000060105号

平成26年12月11日

平成33年12月10日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=73798

50 サニーメタル株式会社

代表取締役

大島延夫

東京都千代田区大手町一丁目７番 産業廃棄物
２号東京サンケイビル１５階
収集運搬業

第03000029414号

平成27年3月23日

平成34年3月22日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=23636&Param0=029
414&menu=2

51 株式会社サンエム

代表取締役

谷口竜太郎

兵庫県宍粟市山崎町田井６３１番
地の１

産業廃棄物
収集運搬業

第03000049927号

平成30年1月8日

平成37年1月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=969763&Param0=&
menu=2

52

サンキュウ・リマテック株
代表取締役
式会社

岡村実成

兵庫県尼崎市東浜町５番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000079640号

平成26年10月28日

平成33年10月27日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=70199&Param0=079
640&menu=2

53

三友プラントサービス株
代表取締役
式会社

小松和史

神奈川県相模原市緑区橋本台一
丁目８番２１号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000000728号

平成28年6月23日

平成35年6月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60037

54

三友プラントサービス株
代表取締役
式会社

小松和史

神奈川県相模原市緑区橋本台一
丁目８番２１号

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050000728号

平成28年6月23日

平成35年6月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60037

55 サンワ技研株式会社

代表取締役

小西敏夫

愛知県半田市日東町２番地８

産業廃棄物
収集運搬業

第03000003532号

平成29年1月26日

平成36年1月25日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=02642

56 サンワ技研株式会社

代表取締役

小西敏夫

愛知県半田市日東町２番地８

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050003532号

平成29年1月26日

平成36年1月25日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=02642

57

サンワリューツー株式会
代表取締役
社

小河原浩一

愛知県刈谷市一里山町家下８０番 産業廃棄物
地
収集運搬業

第03000005459号

平成28年7月17日

平成35年7月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=04182

58

株式会社ジャパンクリー
代表取締役
ンサービス

山本節子

特別管理産
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町４番
業廃棄物収
３４号
集運搬業

第03050034567号

平成29年12月25日

平成36年11月14日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=28213&Param0=&m
enu=2

59 株式会社ジャルク

代表取締役

正木良昌

大阪府大阪市中央区南本町二丁
目４番７号

産業廃棄物
収集運搬業

第03012079716号

平成23年12月19日

平成30年12月3日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=852885&Param0=07
9716&menu=2

60 株式会社ジャルク

代表取締役

正木良昌

大阪府大阪市中央区南本町二丁
目４番７号

産業廃棄物
処分業

第03022079716号

平成23年10月11日

平成30年9月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=852885&Param0=07
9716&menu=2
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61 西部サービス株式会社

代表取締役

原健

大阪府大阪市淀川区田川北三丁
目４番４６号

産業廃棄物
処分業

第03000018706号

平成29年9月29日

平成36年9月28日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=85504&Param0=&m
enu=2

62 株式会社摂津清運

代表取締役

平野博

兵庫県尼崎市東塚口町二丁目４番 産業廃棄物
２７号
収集運搬業

第03000004394号

平成23年8月22日

平成30年8月21日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=03334&Param0=004
394&menu=2

63 株式会社大栄

代表取締役

寺崎春明

兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１番２ 産業廃棄物
６号
収集運搬業

第03000154237号

平成27年11月20日

平成34年11月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=918137

64 大栄環境株式会社

代表取締役

金子文雄

大阪府和泉市テクノステージ二丁
目３番２８号

産業廃棄物
収集運搬業

第03011003203号

平成26年6月1日

平成33年5月31日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=02386&Param0=003
203&menu=2

65 大栄環境株式会社

代表取締役

金子文雄

大阪府和泉市テクノステージ二丁
目３番２８号

産業廃棄物
処分業

第03041003203号

平成29年7月27日

平成36年7月26日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=02386&Param0=003
203&menu=2

66 大栄環境株式会社

代表取締役

金子文雄

大阪府和泉市テクノステージ二丁
目３番２８号

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050003203号

平成27年8月16日

平成34年8月15日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=02386&Param0=003
203&menu=2

67 株式会社大栄工業

代表取締役

山本文生

三重県伊賀市西明寺字中川原４８ 産業廃棄物
５番地２
処分業

第03000066467号

平成29年11月30日

平成36年11月29日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=208346&Param0=&
menu=2

68 株式会社ダイカン

代表取締役

吉村太郎

大阪府大阪市鶴見区焼野三丁目２ 産業廃棄物
番７９号
収集運搬業

第03000004658号

平成26年11月11日

平成33年11月10日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=03545&Param0=004
658&menu=2

69 株式会社大協

代表取締役

森下和尚

兵庫県伊丹市北河原五丁目３番３ 産業廃棄物
１号
収集運搬業

第03000004014号

平成27年6月7日

平成34年6月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=03035

70 大幸工業株式会社

代表取締役

浜野廣美

大阪府大阪市住之江区平林南二
丁目８番３７号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000002036号

平成24年6月1日

平成31年5月31日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=01520

71 大幸工業株式会社

代表取締役

浜野廣美

大阪府大阪市住之江区平林南二
丁目８番３７号

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050002036号

平成27年8月4日

平成34年8月3日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=01520

72 株式会社ダイセキ

代表取締役

伊藤博之

愛知県名古屋市港区船見町１番地 産業廃棄物
８６
収集運搬業

第03000002742号

平成28年2月14日

平成35年2月13日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=02051&Param0=&m
enu=2

73 株式会社ダイセキ

代表取締役

伊藤博之

特別管理産
愛知県名古屋市港区船見町１番地
業廃棄物収
８６
集運搬業

第03050002742号

平成25年1月11日

平成32年1月10日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=02051

74 大東衛生株式会社

代表取締役

渡部敏弘

大阪府大阪市東成区大今里西一
丁目１９番３８号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000002970号

平成29年9月8日

平成36年9月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=02202&Param0=&m
enu=2

75 株式会社ダイトク

代表取締役

星山健

大阪府摂津市新在家二丁目１番１ 産業廃棄物
号
収集運搬業

第03000017163号

平成26年4月21日

平成33年4月20日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=85041&Param0=017
163&menu=2
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76 株式会社ダイトク

代表取締役

星山健

特別管理産
大阪府摂津市新在家二丁目１番１
業廃棄物収
号
集運搬業

第03050017163号

平成29年8月14日

平成36年8月13日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=85041&Param0=017
163&menu=2

77 橘工業株式会社

代表取締役

宮尾勲

大阪府富田林市宮甲田町５番６号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000006868号

平成29年7月11日

平成36年7月10日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=688564&Param0=&
menu=2

78 田中浚渫工業株式会社 代表取締役

田中正人

大阪府八尾市南木の本五丁目４９ 産業廃棄物
番地
収集運搬業

第03000067110号

平成29年8月8日

平成36年8月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=450865&Param0=&
menu=2

79

株式会社中部環境技術
代表取締役
センター

鈴木孝佳

三重県松阪市伊勢寺町４１８番地
の１

産業廃棄物
収集運搬業

第03000006676号

平成27年4月28日

平成34年4月19日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_ud
ismenu.php?prm=0

80

東芝環境ソリューション
株式会社

代表取締役

北村真一

神奈川県横浜市神奈川区新浦島
町一丁目１番地３２

産業廃棄物
収集運搬業

第03000000343号

平成27年8月18日

平成34年8月17日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=65023

81 株式会社南都興産

代表取締役

谷マリ子

奈良県御所市大字蛇穴４０６番地
の１

産業廃棄物
収集運搬業

第03050001568号

平成25年11月30日

平成32年11月29日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=60086&Param0=001
568&menu=2

82 株式会社南都興産

代表取締役

谷マリ子

奈良県御所市大字蛇穴４０６番地
の１

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050001568号

平成27年10月18日

平成34年10月17日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=60086&Param0=001
568&menu=2

83

新潟メスキュード株式会
代表取締役
社

佐藤浩

新潟県新潟市西区寺尾東一丁目１ 産業廃棄物
９番１９号
収集運搬業

第03000002903号

平成27年10月19日

平成34年10月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=452685

84

新潟メスキュード株式会
代表取締役
社

佐藤浩

特別管理産
新潟県新潟市西区寺尾東一丁目１
業廃棄物収
９番１９号
集運搬業

第03050002903号

平成27年10月19日

平成34年10月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=452685

西義雄

東京都大田区池上六丁目２８番５
号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000000688号

平成26年3月3日

平成33年3月2日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=60034

86 日進高田運送株式会社 代表取締役

有馬孝清

奈良県奈良市奈良阪町２２５０番地 産業廃棄物
の３
収集運搬業

第03000070857号

平成27年9月17日

平成34年8月23日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=85156

87 日本ウエスト株式会社

代表取締役

長田和志

京都府京都市伏見区横大路千両
松町９番地１

産業廃棄物
収集運搬業

第03000054519号

平成25年8月21日

平成32年8月17日

http://www.japan-waste.co.jp/

88 株式会社浜田

代表取締役

濵田篤介

大阪府高槻市柱本三丁目８番６号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000009139号

平成28年2月18日

平成35年1月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=07126&Param0=009
139&menu=2

89 早来工営株式会社

代表取締役

小松稔明

神奈川県川崎市川崎区扇町６番１ 産業廃棄物
号
収集運搬業

第03000001169号

平成28年5月19日

平成35年5月8日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=00854

90 早来工営株式会社

代表取締役

小松稔明

特別管理産
神奈川県川崎市川崎区扇町６番１
業廃棄物収
号
集運搬業

第03050001169号

平成28年6月5日

平成35年6月4日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=00854

85 株式会社西商店

代表取締役
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91 株式会社姫路環境開発 代表取締役

山本益臣

特別管理産
兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来３
業廃棄物収
０６７番地の１７
集運搬業

第03050001868号

平成24年2月23日

平成31年2月22日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=01393&Param0=001
868&menu=2

92 株式会社平賀興業所

代表取締役

平賀義一

神奈川県横浜市鶴見区朝日町一
丁目１７番地３

産業廃棄物
収集運搬業

第03000003956号

平成28年7月12日

平成35年7月11日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=231425

93 株式会社ヒロセ

代表取締役

廣瀨眞弓

滋賀県蒲生郡日野町大字松尾９６ 産業廃棄物
０番地の１
収集運搬業

第03000042387号

平成25年6月18日

平成32年5月6日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=528214

94 株式会社フィルテック

代表取締役

澤田裕二

岐阜県可児市広見一丁目４７番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000003571号

平成28年6月27日

平成33年6月26日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=02669

95 株式会社フィルテック

代表取締役

澤田裕二

特別管理産
岐阜県可児市広見一丁目４７番地 業廃棄物収
集運搬業

第03050003571号

平成28年6月27日

平成33年6月26日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=02669

96 株式会社フジタ

代表取締役

藤田政明

大阪府高石市西取石七丁目１４番 産業廃棄物
３８号
収集運搬業

第03000021491号

平成29年6月5日

平成36年5月31日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=810245&Param0=&
menu=2

97 株式会社布施興業

代表取締役

白坂悦夫

大阪府東大阪市高井田西二丁目２ 産業廃棄物
番４号
収集運搬業

第03000009653号

平成27年8月7日

平成34年6月21日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=07516

98 ホームケルン株式会社

代表取締役

国本武命

京都府宇治市伊勢田町名木三丁
目１番地の５７

産業廃棄物
収集運搬業

第03000025049号

平成29年10月10日

平成36年10月9日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=20140&Param0=&m
enu=2

99 松田産業株式会社

代表取締役

松田芳明

東京都新宿区西新宿一丁目２６番 産業廃棄物
２号
収集運搬業

第03000000192号

平成24年7月17日

平成31年7月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=00125&Param0=&m
enu=2

100 松田産業株式会社

代表取締役

松田芳明

特別管理産
東京都新宿区西新宿一丁目２６番
業廃棄物収
２号
集運搬業

第03050000192号

平成26年10月26日

平成33年10月25日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=00125

101 株式会社マルサン

代表取締役

塩見賴彦

大阪府吹田市江坂町三丁目４８番 産業廃棄物
５１号
収集運搬業

第03000032563号

平成27年8月19日

平成34年7月3日

102 株式会社丸萬商事

代表取締役

安本悠起子

大阪府松原市三宅西一丁目３４５
－７

産業廃棄物
収集運搬業

第03000004771号

平成27年8月23日

平成34年8月22日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=241994

103 株式会社丸六

代表取締役

神藤信六

大阪府泉佐野市日根野３６４０番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000019548号

平成29年1月13日

平成36年1月12日

http://www.kabu-maruroku.co.jp/index.html

104 ミナミ金属株式会社

代表取締役

岡村昇

石川県金沢市打木町東１４２６番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000035690号

平成26年6月13日

平成33年5月23日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=29224

105 阪南産業株式会社

代表取締役

高好章二

大阪府大阪市住之江区二丁目８番 産業廃棄物
２３号
収集運搬業

第03000008387号

平成29年11月21日

平成36年11月20日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=382427&Param0=&
menu=2
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106 宮坂産業株式会社

代表取締役

宮坂竜司

大阪府大阪市北区豊崎一丁目１１ 産業廃棄物
番２５号
収集運搬業

第03000015965号

平成28年11月1日

平成35年10月31日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=242403

107 宮坂産業株式会社

代表取締役

宮坂竜司

特別管理産
大阪府大阪市北区豊崎一丁目１１
業廃棄物収
番２５号
集運搬業

第03050015965号

平成27年4月9日

平成34年4月8日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=242403&Param0=&
menu=2

108 株式会社ミヤテック

代表取締役

宮﨑正次

三重県松阪市垣鼻町８９６番地１９

産業廃棄物
収集運搬業

第03000006676号

平成27年4月13日

平成34年3月17日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=05150&Param0=&m
enu=2

109 ミヤマ株式会社

代表取締役

南克明

長野県長野市稲里一丁目５番地３

産業廃棄物
収集運搬業

第0300000０553号

平成28年11月30日

平成35年11月10日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=00389&Param0=&m
enu=2

110 ミヤマ株式会社

代表取締役

南克明

特別管理産
長野県長野市稲里一丁目５番地３ 業廃棄物収
集運搬業

第03050000553号

平成28年11月30日

平成35年11月10日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=00389&Param0=&m
enu=2

111 株式会社明光

代表取締役

綛田さよ志

和歌山県海南市下津町下津３０８０ 産業廃棄物
番地の１
収集運搬業

第3013006808号

平成29年7月17日

平成36年7月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=855476&Param0=&
menu=2

112 木材開発株式会社

代表取締役

谷正剛

大阪府泉北郡忠岡町新浜一丁目５ 産業廃棄物
番２１号
収集運搬業

第03000003319号

平成26年8月25日

平成33年8月24日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=575241

113 株式会社森商事

代表取締役

森史朗

福岡県大牟田市大字草木１２６３番 産業廃棄物
地
収集運搬業

第03000000663号

平成28年8月19日

平成35年8月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=564836

114 株式会社森商事

代表取締役

森史朗

特別管理産
福岡県大牟田市大字草木１２６３番
業廃棄物収
地
集運搬業

第03050000663号

平成28年8月19日

平成35年8月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=564836

115 安田産業株式会社

代表取締役

安田奉春

京都府久世郡久御山町佐山新開
地２７番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000001187号

平成29年8月24日

平成36年8月23日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5
.php?Param1=8&Param2=00871&Param0=001
187&menu=2

116 株式会社ヤマゼン運輸

代表取締役

山﨑公信

三重県伊賀市予野字西出２７００番 産業廃棄物
地の１
収集運搬業

第03000033499号

平成25年2月18日

平成32年2月17日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=27241

117 株式会社ヤマゼン運輸

代表取締役

山﨑公信

特別管理産
三重県伊賀市予野字西出２７００番
業廃棄物収
地の１
集運搬業

第03050033499号

平成25年2月18日

平成32年2月17日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=27241

118 株式会社山本清掃

代表取締役

山本敏裕

京都府京都市伏見区横大路千両
松町１９６番地の１

産業廃棄物
収集運搬業

第03000021247号

平成29年9月29日

平成36年9月28日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=304629

119

株式会社ユアサロジテッ
代表取締役
ク

高橋利昭

大阪府高槻市庄所町９番１５号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000017035号

平成26年1月29日

平成33年1月28日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=13385

120

株式会社ユアサロジテッ
代表取締役
ク

高橋利昭

大阪府高槻市庄所町９番１５号

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050017035号

平成26年1月29日

平成33年1月28日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=13385
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121 ユニクル株式会社

代表取締役

入江真太郎

大阪府茨木市横江二丁目９番４５
号

産業廃棄物
収集運搬業

第03000075529号

平成26年5月14日

平成33年5月13日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=80789

122 ユニクル株式会社

代表取締役

入江真太郎

大阪府茨木市横江二丁目９番４５
号

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050075529号

平成28年7月20日

平成35年7月19日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=80789

123 株式会社吉野興産

代表取締役

光友勝美

三重県津市戸木町焼野５４１６番地 産業廃棄物
の１
収集運搬業

第03000035812号

平成25年11月6日

平成32年11月5日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=71637

124 株式会社リヴァックス

代表取締役

赤澤正人

兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１番１ 産業廃棄物
６号
収集運搬業

第03000001331号

平成29年12月24日

平成36年12月23日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=00978

125 株式会社リヴァックス

代表取締役

赤澤正人

特別管理産
兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１番１
業廃棄物収
６号
集運搬業

第03050001331号

平成27年11月9日

平成34年11月8日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=00978

126

リサイクルセンター株式
代表取締役
会社

大天広正

大阪府東大阪市布市町二丁目１番 産業廃棄物
４０号
収集運搬業

第03000008395号

平成26年8月18日

平成33年7月29日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=65149

127

リサイクルセンター株式
代表取締役
会社

大天広正

特別管理産
大阪府東大阪市布市町二丁目１番
業廃棄物収
４０号
集運搬業

第03050008395号

平成28年6月23日

平成33年6月17日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=65149

128 株式会社利昌

代表取締役

平良静雄

大阪府豊中市庄内宝町二丁目９番 産業廃棄物
３４号
収集運搬業

第03000000320号

平成28年9月17日

平成35年9月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=85564

129 株式会社利昌

代表取締役

平良静雄

特別管理産
大阪府豊中市庄内宝町二丁目９番
業廃棄物収
３４号
集運搬業

第03050000320号

平成26年12月11日

平成33年12月10日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=85564

和歌山代用燃料株式会
代表取締役
社

中尾準一

和歌山県和歌山市西浜１６６０番地

産業廃棄物
収集運搬業

第03000016851号

平成28年1月28日

平成35年1月27日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=304638

130

131 和歌山プレス株式会社

代表取締役

井川朗

和歌山県和歌山市狐島６０７番地
の６

産業廃棄物
収集運搬業

第03000013847号

平成25年10月24日

平成32年10月24日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=227709

132 和歌山プレス株式会社

代表取締役

井川朗

和歌山県和歌山市狐島６０７番地
の６

特別管理産
業廃棄物収
集運搬業

第03050013847号

平成25年10月24日

平成32年10月24日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2
.php?UserID=227709
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