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 このファイルは、大阪府域の登録廃棄物再生事業者についての検索を容易にするために作成したものです。Excelのオート

フィルタ機能などを用いて、ご活用下さい。

 なお、事業者の氏名(名称)や事業場名などに日本工業規格(JIS)で規定されていない文字が使われている場合、「大阪府 登

録廃棄物再生事業者名簿」では、JISで規定されている類似の文字を用いて表示しています。

大阪府 登録廃棄物再生事業者名簿



登録
番号

登録日 氏名（名称） 本社所在地 電話番号 事業場名 事業場所在地 電話番号 品目 再生方法

1 H4.12.25 リサイクル協同組合
茨木市大字泉原６５０番
地１

072-649-0011
茨木市大字泉原６５０
番地１

072-649-0011
汚泥(生コン残渣に限
る)、ガラスくず、がれ
き類

破砕

2 H4.12.25 大阪故鉄株式会社
大阪市住之江区平林北
一丁目２番２２号

06-6681-5761 本社
大阪市住之江区平林
北１丁目２番２２号

06-6681-5761 金属くず 磁選別、切断、圧縮

2 H4.12.25 大阪故鉄株式会社
大阪市住之江区平林北
一丁目２番２２号

06-6681-5761 諸福営業所
大東市諸福７丁目４番
３８号

072-874-9861 金属くず 磁選別、切断、圧縮

4 H5.1.22 株式会社 西川
大阪市東淀川区大隅一
丁目５番２３号

06-6328-4800
大阪市東淀川区大隅
一丁目５番２３号

06-6328-4800 古紙 選別、圧縮、梱包

6 H5.2.5 西川商工株式会社
堺市堺区錦綾町一丁５
番１３号

072-238-1621 中央環状工場
堺市北区八下北１番５
５号

072-259-3611 金属くず 磁選別、切断、圧縮

6 H5.2.5 西川商工株式会社
堺市堺区錦綾町一丁５
番１３号

072-238-1621 大仙営業所
堺市堺区大仙西町六
丁１５６番地

072-243-0384 金属くず 磁選別、圧縮

6 H5.2.5 西川商工株式会社
堺市堺区錦綾町一丁５
番１３号

072-238-1621 旭ヶ丘工場
堺市堺区旭ヶ丘北町一
丁１番５号

072-243-0019 金属くず 磁選別、圧縮

6 H5.2.5 西川商工株式会社
堺市堺区錦綾町一丁５
番１３号

072-238-1621 本社
堺市堺区錦綾町一丁５
番１３号

金属くず 磁選別、圧縮

7 H4.12.25 三浦金属株式会社
大阪市西淀川区佃四丁
目３番１２号

06-6471-1038
大阪市西淀川区佃四
丁目３番１２号

06-6471-1038 金属くず 磁選別、切断、圧縮

8 H5.2.19 加美金属株式会社
大阪市平野区加美南五
丁目９番４１号

06-6791-2646
大阪市平野区加美南
五丁目９番４１号

06-6791-2646 金属くず 磁選別、切断、圧縮

9 H5.2.23 株式会社 近畿プレス 東大阪市新町９番２４号 072-987-1151
寝屋川スクラップセン
ター

寝屋川市高宮１丁目２
０番１０号

072-821-0024 金属くず 磁選別、切断、圧縮

9 H5.2.23 株式会社 近畿プレス 東大阪市新町９番２４号 072-987-1151 本社工場
東大阪市新町９番２４
号

072-987-1151 金属くず 磁選別、圧縮、切断

10 H5.2.25 塚本 清一 塚本清一商店
貝塚市堀１丁目１１番１
０号

072-422-0929 金属くず 磁選別、圧縮

11 H5.2.26 株式会社 松田
大阪市大正区泉尾六丁
目５番５８号

06-6554-4438
大阪市大正区泉尾六
丁目５番５８号

06-6554-4438 金属くず 磁選別、切断

12 H5.3.2 崎原金属株式会社
大阪市大正区泉尾五丁
目１４番２２号

06-6552-2785
大阪市大正区泉尾五
丁目１４番２２号

06-6552-2785 金属くず 磁選別、圧縮、切断

13 H5.3.3 新虎興産株式会社
大阪市西区立売堀五丁
目５番２１号

06-6536-3907 大正営業所
大阪市大正区三軒家
東三丁目８番２８号

06-6552-5221 金属くず
磁選別、被覆線剥離、
切断

16 H5.3.5 中辻産業株式会社
堺市堺区北向陽町一丁
２番２８号

072-228-1777 堺工場
堺市堺区北向陽町一
丁５番２７号

072-232-1266 金属くず 磁選別、切断

16 H5.3.5 中辻産業株式会社
堺市堺区北向陽町一丁
２番２８号

072-228-1777 忠岡工場
泉北郡忠岡町高月南
三丁目２０番３号

0725-43-2245 金属くず 磁選別、切断、圧縮

19 H5.3.10 栄興業株式会社 大東市曙町６番１８号 072-872-2851 大東市曙町６番１８号 072-872-2851 金属くず 磁選別、圧縮、切断

20 H5.3.15 山上紙業株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 本社工場
大阪市平野区平野西
一丁目１０番２１号

06-6702-1751 古紙 選別、圧縮、梱包

20 H5.3.15 山上紙業株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 本社工場
大阪市平野区平野西
一丁目１０番２１号

06-6702-1751 金属くず 磁選別、圧縮

20 H5.3.15 山上紙業株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東四丁目１
４５０番地の１

072-331-3873 古紙 選別、圧縮、梱包

20 H5.3.15 山上紙業株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東４丁目１
４５０番地の１

072-331-3873 金属くず 磁選別、圧縮
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20 H5.3.15 山上紙業株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東４丁目１
４５０番地の１

072-331-3873 ガラスくず 選別

20 H5.3.15 山上紙業株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東４丁目１
４５０番地の１

072-331-3873 古繊維 裁断

20 H5.3.15 山上紙業株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東４丁目１
４５０番地の１

072-331-3873 廃プラスチック類 圧縮

21 H5.3.16 株式会社 立谷商店
八尾市若林町二丁目７４
番地

072-949-4134
八尾市若林町２丁目７
４番地

072-949-4134 金属くず 磁選別、切断

22 H5.3.16 株式会社 西上商会 堺市中区伏尾３００番地 072-270-1177
堺市中区伏尾３００番
地

072-270-1177 古紙 選別、圧縮、梱包

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 本社
堺市堺区大仙西町六
丁１８１番地の１

072-241-4018 古紙 選別、圧縮、梱包

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 本社
堺市堺区大仙西町六
丁１８１番地の１

072-241-4018 金属くず 磁選別、圧縮

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 本社
堺市堺区大仙西町六
丁１８１番地の１

072-241-4018 古繊維 選別、裁断

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 本社
堺市堺区大仙西町六
丁１８１番地の１

072-241-4018 空き瓶 選別

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 本社
堺市堺区大仙西町六
丁１８１番地の１

072-241-4018 ペットボトル 選別、圧縮

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 第一営業所
堺市堺区大仙西町六
丁１７５番地

072-241-4018 古紙 選別、圧縮、梱包

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 第一営業所
堺市堺区大仙西町六
丁１７５番地

072-241-4018 金属くず 選別、圧縮

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 第一営業所
堺市堺区大仙西町六
丁１７５番地

072-241-4018 古繊維 選別、裁断

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 第一営業所
堺市堺区大仙西町六
丁１７５番地

072-241-4018 空き瓶 選別

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 第一営業所
堺市堺区大仙西町六
丁１７５番地

072-241-4018 ペットボトル 選別、圧縮、粉砕

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 泉北営業所
堺市南区高尾一丁６０
５番地の３

072-260-3338 古紙 選別、圧縮、梱包

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 泉北営業所
堺市南区高尾一丁６０
５番地の３

072-260-3338 金属くず 磁選別、圧縮

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 泉北営業所
堺市南区高尾一丁６０
５番地の３

072-260-3338 古繊維 選別、裁断

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 泉北営業所
堺市南区高尾一丁６０
５番地の３

072-260-3338 空き瓶 選別

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018 泉北営業所
堺市南区高尾一丁６０
５番地の３

072-260-3338 ペットボトル 選別、粉砕

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目６４
番１、６４番２

072-241-4018 古紙 破砕

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目６４
番１、６４番２

072-241-4018 金属くず 磁選別、圧縮

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目６４
番１、６４番２

072-241-4018 古繊維 破砕
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24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目６４
番１、６４番２

072-241-4018 空き瓶 選別

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目６４
番１、６４番２

072-241-4018 発泡プラスチック 減容固化

24 H5.3.17 株式会社 米田商店
堺市堺区大仙西町六丁
１８１番地の１

072-241-4018
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目６４
番１、６４番２

072-241-4018 ペットボトル 破砕

25 H5.3.18 新光資業株式会社
大阪市平野区長吉出戸
三丁目１番６６号

06-6799-2340
大阪市平野区長吉出
戸三丁目１番６６号

06-6799-2340 古紙 選別、圧縮、梱包

26 H5.3.22 近畿紙料株式会社
枚方市出口一丁目１番１
号

072-841-0246  
枚方市出口一丁目１番
１号

072-841-0246 紙くず 選別、圧縮、梱包

26 H5.3.22 近畿紙料株式会社
枚方市出口一丁目１番１
号

072-841-0246  
枚方市出口一丁目１番
１号

072-841-0246 廃プラスチック類 選別、破砕、圧縮

27 H5.3.22 株式会社 大林
堺市東区日置荘西町三
丁２２番８号

072-285-3387
草部リサイクルプラン
ト

堺市西区草部１２０４番
地１ほか３筆

072-274-8651 金属くず 破砕、選別

27 H5.3.22 株式会社 大林
堺市東区日置荘西町三
丁２２番８号

072-285-3387
築港リサイクルプラン
ト

堺市西区築港浜寺西
町８番地８

廃プラスチック類 選別、破砕、粉砕

28 H5.3.23 株式会社 ヤマサ
堺市堺区石津北町１０５
番地の１

072-244-4067 石津本社
堺市堺区石津北町１０
５－１

072-244-4067 金属くず
磁選別、被覆線剥離、
切断、圧縮

28 H5.3.23 株式会社 ヤマサ
堺市堺区石津北町１０５
番地の１

072-244-4067 出島倉庫
堺市堺区出島西町3－
１３

072-244-7688 古紙 選別、圧縮、梱包

29 H5.3.25 株式会社 山根商店
堺市堺区海山町二丁５５
番地

072-232-3621
堺市堺区海山町二丁５
５番地

072-232-3621 金属くず 磁選別、切断、圧縮

30 H5.3.25 有限会社 徳山産業
高槻市北大樋町４５番１
号

072-672-0050
高槻市北大樋町４５番
１号

072-672-0050 古紙 選別、圧縮、梱包

30 H5.3.25 有限会社 徳山産業
高槻市北大樋町４５番１
号

072-672-0050
高槻市北大樋町４５番
１号

072-672-0050 金属くず 磁選別、圧縮

30 H5.3.25 有限会社 徳山産業
高槻市北大樋町４５番１
号

072-672-0050
高槻市北大樋町４５番
１号

072-672-0050 ガラスくず 色選別、破砕

30 H5.3.25 有限会社 徳山産業
高槻市北大樋町４５番１
号

072-672-0050
高槻市北大樋町４５番
１号

072-672-0050 ペットボトル 選別、粉砕

31 H5.3.25 信和商事株式会社
京都府八幡市八幡久保
田１番地

075-981-2657 大阪営業所
大阪市城東区今福南２
丁目２２番１５号

06-6931-1748 古紙 選別、圧縮、梱包

31 H5.3.25 信和商事株式会社
京都府八幡市八幡久保
田１番地

075-981-2657 南港営業所
大阪市住之江区南港
東３丁目１番３５号

06-6614-5515 古紙
選別、破砕、圧縮、梱
包

31 H5.3.25 信和商事株式会社
京都府八幡市八幡久保
田１番地

075-981-2657 南港営業所
大阪市住之江区南港
東３丁目１番３５号

06-6614-5515 金属くず 磁選別、圧縮

31 H5.3.25 信和商事株式会社
京都府八幡市八幡久保
田１番地

075-981-2657 南港営業所
大阪市住之江区南港
東３丁目１番３５号

06-6614-5515 空き瓶 選別

32 H5.3.25 株式会社 サンエー
寝屋川市宇谷町１１番１
号

072-822-5461
寝屋川市宇谷町１１番
１号

072-822-5461 古紙 選別、圧縮、梱包

34 H5.3.25 株式会社 加地
大阪市此花区酉島三丁
目２７番１８号

06-6463-0208
大阪市此花区常吉二
丁目５番３号

06-6463-0208 古紙 選別、圧縮、梱包

35 H5.3.25 株式会社 皆黒商店
大阪市此花区北港二丁
目１番１０号

06-6461-0796
大阪市此花区北港二
丁目１番１０号

06-6461-0796 古紙
選別、切断、圧縮、梱
包

37 H5.3.25 長谷川紙料株式会社
東大阪市吉田下島２１番
１号

072-961-0641 本社
東大阪市吉田下島２１
番１号

072-961-0641 古紙 選別、圧縮、梱包
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38 H5.3.25 株式会社 笹山商店
堺市堺区出島町三丁５
番１９号

072-244-1170
堺市堺区出島町三丁５
番１９号

072-244-1170 古紙 選別、圧縮、梱包

39 H5.3.25 大和紙料株式会社
大阪市大正区三軒家東
二丁目９番１０号

06-6551-2231 本社
大阪市大正区三軒家
東二丁目９番１０号

06-6551-2231 古紙 選別、圧縮、梱包

39 H5.3.25 大和紙料株式会社
大阪市大正区三軒家東
二丁目９番１０号

06-6551-2231 鳥飼事業所
摂津市鳥飼西三丁目１
０番１２号

072-671-5281 古紙 選別、圧縮、梱包

39 H5.3.25 大和紙料株式会社
大阪市大正区三軒家東
二丁目９番１０号

06-6551-2231 東大阪事業所
東大阪市古箕輪一丁
目１８番６号

072-962-3255 古紙 選別、圧縮、梱包

40 H5.3.25 大薫株式会社
八尾市楽音寺一丁目１４
番地

0729-41-8661 本社
八尾市楽音寺一丁目１
４番地

0729-41-8661 古紙 選別、圧縮、梱包

41 H5.3.25 實守紙業株式会社
八尾市竹渕東二丁目１１
９番地

06-6708-1122
八尾市竹渕東二丁目１
１９番地

06-6708-1122 古紙 選別、圧縮、梱包

44 H5.3.25 旭進紙業株式会社
守口市寺方錦通四丁目
８番２０号

06-6998-5481 本社
守口市寺方錦通四丁
目８番２０号

06-6998-5481 古紙 圧縮、梱包

44 H5.3.25 旭進紙業株式会社
守口市寺方錦通四丁目
８番２０号

06-6998-5481 東大阪営業所
東大阪市布市町三丁
目１番３８号

072-987-3318 古紙 圧縮、梱包

44 H5.3.25 旭進紙業株式会社
守口市寺方錦通四丁目
８番２０号

06-6998-5481 本庄物流倉庫
東大阪市本庄西一丁
目3番32番

072-987-3318 古紙 圧縮、梱包

45 H5.3.25 有限会社 仲商店
兵庫県神戸市中央区元
町通三丁目１２番１６号

078-391-6337 大阪支店
守口市佐太中町三丁
目１３番１０号

06-6902-3496 古紙 選別、圧縮、梱包

47 H5.3.25 前田紙業株式会社
東大阪市新上小阪１０番
２号

06-6722-5051
東大阪市新上小阪１０
番２号

06-6722-5051 古紙 選別、圧縮、梱包

49 H5.3.25 株式会社 谷商店
松原市別所三丁目１番１
２号

072-332-5230
松原市別所三丁目１番
１２号

072-332-5230 古紙 選別、圧縮、梱包

49 H5.3.25 株式会社 谷商店
松原市別所三丁目１番１
２号

072-332-5230 東大阪工場
東大阪市柏田西三丁
目４番２２号

06-6728-8711 古紙 選別、圧縮、梱包

50 H5.3.25 日ノ出紙料株式会社
大阪市平野区西脇二丁
目８番２２号

06-6703-6877
大阪市平野区西脇二
丁目８番２２号

06-6703-6877 古紙 選別、圧縮、梱包

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 高槻営業所
高槻市唐崎南二丁目5
番１号

072-678-0858 古紙 選別、圧縮、梱包

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 高槻営業所
高槻市唐崎南二丁目５
番１号

072-678-0858 廃プラスチック類 選別、解砕

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 高槻第二営業所
高槻市唐崎北二丁目２
３番１号

072-678-3331 古紙 選別、圧縮、梱包

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 門真営業所
門真市四宮２丁目１０
番６号

072-882-0160 古紙 選別、圧縮、梱包

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 八尾営業所
八尾市曙町一丁目５４
番２号

072-994-7778 古紙 選別、圧縮、梱包

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 東大阪営業所
東大阪市楠根二丁目２
番３４号

06-4309-1170 古紙 選別、圧縮、梱包

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 長田営業所
東大阪市長田中五丁
目２番８号

06-6745-2351 古紙 選別、圧縮、梱包

51 H5.3.25 共和紙料株式会社
高槻市唐崎南二丁目5
番1号

072-678-0858 港営業所
大阪市港区福崎三丁
目１番９１号

06-6571-2422 古紙 選別、圧縮、梱包

54 H5.3.25 靖国紙料株式会社
大阪市平野区加美北五
丁目８番４７号

06-6792-5080 本社
大阪市平野区加美北
五丁目８番４７号

06-6792-5080 古紙 選別、圧縮、梱包
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54 H5.3.25 靖国紙料株式会社
大阪市平野区加美北五
丁目８番４７号

06-6792-5080 城東営業所
大阪市城東区今福西
六丁目３番１９号

06-6939-2943 古紙 選別、圧縮、梱包

56 H5.3.25 双和紙料有限会社
大阪市東住吉区今林四
丁目１番７号

06-6758-3710
大阪市東住吉区今林
四丁目１番７号

06-6758-3710 古紙 選別、圧縮、梱包

57 H5.3.25 株式会社 仲 羽曳野市大黒１４２番地 0729-58-3330
羽曳野市大黒１４２番
地

0729-58-3330 古紙 選別、圧縮、梱包

59 H5.3.25 株式会社 須田商店
八尾市二俣三丁目１０７
番地

072-949-5344
八尾市二俣三丁目１０
７番地

072-949-5344 古紙 選別、圧縮、梱包

62 H5.3.25 玉木紙料株式会社
大阪市都島区高倉町三
丁目７番地の１３

06-6922-3895 本社
大阪市都島区高倉町
三丁目７番地の１３

06-6922-3895 古紙 選別、圧縮、梱包

62 H5.3.25 玉木紙料株式会社
大阪市都島区高倉町三
丁目７番地の１３

06-6922-3895 西淀営業所
大阪市西淀川区福町
二丁目５番４３号

06-6474-9811 古紙 選別、圧縮、梱包

65 H5.3.25 佐藤紙業株式会社
大阪市福島区吉野五丁
目７番９号

06-6462-0081
06-6462-0082

大阪市福島区吉野五
丁目３番３２号

06-6462-0081
06-6462-0082

古紙 選別、圧縮、梱包

66 H5.3.25 大本紙料株式会社
兵庫県神戸市東灘区向
洋町東三丁目１７番地

078-857-2222 西淀川工場
大阪市西淀川区御幣
島１丁目１４番２８号

06-6471-0871 古紙 選別、圧縮、梱包

66 H5.3.25 大本紙料株式会社
兵庫県神戸市東灘区向
洋町東三丁目１７番地

078-857-2222 松原工場
堺市北区野遠町１２番
地１

072-257-3369 古紙 選別、圧縮、梱包

66 H5.3.25 大本紙料株式会社
兵庫県神戸市東灘区向
洋町東三丁目１７番地

078-857-2222 東大阪工場
東大阪市加納５丁目１
０番２８号

072-806-1567 古紙 選別、圧縮、梱包

68 H5.3.25 株式会社 大阪正芳
八尾市太田新町七丁目
８番地

072-949-9360
八尾市太田新町七丁
目８番地

072-949-9360 古紙 選別、圧縮、梱包

69 H5.3.25 近畿産業株式会社
大阪市北区中崎二丁目
３番１２号

06-6314-3141 本社工場
大阪市北区南扇町３番
２３号

06-6314-3141 古紙 選別、圧縮、梱包

69 H5.3.25 近畿産業株式会社
大阪市北区中崎二丁目
３番１２号

06-6314-3141 長田工場
東大阪市長田西五丁
目３番１号

06-6745-9567 古紙 選別、圧縮、梱包

70 H5.3.25 大淀産業株式会社
八尾市弓削町南一丁目
６４番地

072-949-7793
八尾市弓削町南一丁
目６４番地

072-949ｰ1619 古紙 選別、圧縮、梱包

71 H5.3.25 株式会社 後藤
兵庫県神戸市中央区加
納町二丁目１番７号

078-221-5807 大阪営業所 門真市下馬伏７９-１ 0728-83-6888 古紙 選別、圧縮、梱包

71 H5.3.25 株式会社 後藤
兵庫県神戸市中央区加
納町二丁目１番７号

078-221-5807 南大阪営業所
八尾市南本町９－５－
１８

072-992-3789 古紙 選別、圧縮、梱包

75 H5.3.25 西谷紙業株式会社
大阪市福島区大開三丁
目４番２３号

06-6461-2310
大阪市福島区大開三
丁目４番２３号

06-6461-2310 古紙 選別、圧縮、梱包

76 H5.3.26 新明産業株式会社
大阪市福島区海老江三
丁目２３番５号

06-6458-9331 堺支店
堺市堺区海山町二丁１
２３番地

072-238-6681 金属くず 磁選別、圧縮、切断

76 H5.3.26 新明産業株式会社
大阪市福島区海老江三
丁目２３番５号

06-6458-9331 野田営業所
大阪市福島区海老江
三丁目２３番５号

06-6458-9331 金属くず 磁選別、圧縮、切断

78 H5.3.29 藤原興業株式会社
岸和田市別所町一丁目
９番９号

072-423-1315
岸和田市尾生町１４６６
番３

072-444-3394 古繊維 裁断、混合、反毛

82 H5.4.9 萩村金属株式会社
堺市堺区宿屋町東一丁
１番８号

072-232-2302
堺市堺区宿屋町東一
丁１番８号

072-232-2302 金属くず 磁選別、切断

87 H5.4.12 小野金属株式会社
大阪市西成区南津守四
丁目１番７０号

06-6658-6068 第一工場、第二工場
大阪市西成区南津守４
丁目１番７０号

06-6658-6068 金属くず 磁選別、切断、圧縮

88 H5.5.10 菊池 進 旭紙業
東大阪市渋川町４丁目
２番２号

06-6736-2871 古紙 選別、圧縮、梱包
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89 H5.4.26 株式会社 大守商店
大阪市平野区長吉出戸
七丁目１５番８号

072-993-3726 八尾工場
八尾市南亀井町５-６-
６

072-993-3726 金属くず
磁選別、圧縮、切断、
粉砕

90 H5.5.10 サニーメタル株式会社
東京都千代田区大手町
一丁目７番２号東京サン
ケイビル１５階

03-5204-1888 大阪事業所
大阪市此花区常吉一
丁目１番１３号

06-6461-2818 金属くず
選別、圧縮、破砕・選
別

90 H5.5.10 サニーメタル株式会社
東京都千代田区大手町
一丁目７番２号東京サン
ケイビル１５階

03-5204-1888 大阪事業所
大阪市此花区常吉一
丁目１番１３号

06-6461-2818 空き瓶類 選別

93 H5.5.10 協栄プレス株式会社
大阪市生野区巽南三丁
目７番８号

加美工場
大阪市平野区加美北４
丁目１番６号

06-6792-3473 金属くず 磁選別、圧縮、切断

93 H5.5.10 協栄プレス株式会社
大阪市生野区巽南三丁
目７番８号

八尾工場
八尾市太田新町９丁目
１１０番地

072-948-0601 金属くず 磁選別、圧縮、切断

94 H5.5.19 株式会社 梶本商店 貝塚市海塚３８番地 072-432-6731 貝塚市海塚３８番地 072-432-6731 金属くず 磁選別、圧縮、切断

99 H5.5.19 有限会社 新垣商店
大阪市大正区南恩加島
五丁目８番６１号

06-6554-3701
大阪市大正区南恩加
島五丁目８番６１号

06-6554-3701 金属くず 磁選別、圧縮

99 H5.5.19 有限会社 新垣商店
大阪市大正区南恩加島
五丁目８番６１号

06-6554-3701
大阪市大正区南恩加
島五丁目８番６１号

06-6554-3701 空き瓶 色選別

99 H5.5.19 有限会社 新垣商店
大阪市大正区南恩加島
五丁目８番６１号

06-6554-3701
大阪市大正区南恩加
島五丁目８番６１号

06-6554-3701
廃プラスチック類(ペッ
トボトル)

選別、破砕

101 H5.5.19 山中 安成 寿産業
大阪市生野区中川西２
丁目２番３０号

06-6715-0186 古紙 選別、圧縮、梱包

102 H8.6.10 株式会社 さつき
大阪市大正区鶴町四丁
目１２番２７号

06-6552-7272
大阪市大正区鶴町四
丁目１２番２７号

06-6552-7272 古紙 選別、圧縮、梱包

102 H8.6.10 株式会社 さつき
大阪市大正区鶴町四丁
目１２番２７号

06-6552-7272
大阪市大正区鶴町四
丁目１２番２７号

06-6552-7272 金属くず
選別、被覆線剥離、切
断、圧縮

102 H8.6.10 株式会社 さつき
大阪市大正区鶴町四丁
目１２番２７号

06-6552-7272
大阪市大正区鶴町四
丁目１２番２７号

06-6552-7272 空き瓶 選別、破砕

102 H8.6.10 株式会社 さつき
大阪市大正区鶴町四丁
目１２番２７号

06-6552-7272
大阪市大正区鶴町四
丁目１２番２７号

06-6552-7272 古繊維 裁断

102 H8.6.10 株式会社 さつき
大阪市大正区鶴町四丁
目１２番２７号

06-6552-7272
大阪市大正区鶴町四
丁目１２番２７号

06-6552-7272 廃プラスチック類
選別、破砕、圧縮、減
容固化

104 H5.5.24 株式会社 福井商店 吹田市元町２６番３号 06-6385-4600 穂波営業所
吹田市穂波町１３番３２
号

06-6385-4600 古紙 選別、圧縮、梱包

105 H5.5.24 平成産業株式会社
茨木市野々宮二丁目１０
番４５号

072-632-7339
茨木市野々宮二丁目１
０番４５号

072-632-7339 古紙 選別、圧縮、梱包

108 H5.6.15 山本 忠男 山本商店
守口市大枝西町２番９
号

06-6991-3617 金属くず 磁選別、圧縮

109 H5.6.28 泉南紙料株式会社
泉北郡忠岡町忠岡北三
丁目１１番１号

072-522-1117
泉北郡忠岡町忠岡北３
丁目１１番１号

0725-22-1117 古紙 圧縮、梱包

112 H5.6.28
株式会社 ミヤザキ・メ
タルサービス

大阪市淀川区三国本町
一丁目１７番１９号

06-6393-8401
大阪市淀川区三国本
町一丁目１７番１９号

06-6393-8401 金属くず 磁選別、圧縮、切断

118 H5.8.20 株式会社 坂本
堺市北区金岡町２５５３
番地の１

072-258-8887 泉北工場
堺市南区原山台５丁７
番

072-296-1675 金属くず
アルミ選別、磁選別、
破砕、切断

126 H5.10.15 丸惠鋼業株式会社 堺市菱木１-２４４７ 072-273-9105 堺市菱木１-２４４７ 072-273-9105 金属くず 磁選別、切断、圧縮
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127 H6.1.14 伊井 治美 伊井商店
八尾市泉町１丁目９０
番地の４

072-922-5249 古紙 選別、圧縮、梱包

127 H6.1.14 伊井 治美 伊井商店
八尾市泉町１丁目９０
番地の４

072-922-5249 金属くず 選別、切断、破砕

129 H6.4.25
有限会社 丸新石油化
学

東大阪市吉原二丁目４
番１７号

0729-65-6700
東大阪市吉原二丁目４
番１７号

0729-65-6700 廃油
選別、蒸留又は油水
分離

129 H6.4.25
有限会社 丸新石油化
学

東大阪市吉原二丁目４
番１７号

0729-65-6700
東大阪市吉原二丁目４
番１７号

0729-65-6700
金属くず（焼結炉、高
炉の原料となるものに
限る）

選別、圧縮

134 H6.10.26 大栄環境株式会社
和泉市テクノステージ二
丁目３番２８号

0725-54-3061 和泉エコプラザ
和泉市テクノステージ
二丁目３番１１号

0725-54-3061 廃プラスチック類 減容固化

134 H6.10.26 大栄環境株式会社
和泉市テクノステージ二
丁目３番２８号

0725-54-3061 和泉エコプラザ
和泉市テクノステージ
二丁目３番１１号

0725-54-3061 紙くず 減容固化

134 H6.10.26 大栄環境株式会社
和泉市テクノステージ二
丁目３番２８号

0725-54-3061 和泉エコプラザ
和泉市テクノステージ
二丁目３番１１号

0725-54-3061 木くず
減容固化
破砕

134 H6.10.26 大栄環境株式会社
和泉市テクノステージ二
丁目３番２８号

0725-54-3061 和泉エコプラザ
和泉市テクノステージ
二丁目４番２号、４番３
号

0725-54-3061
ガラスくず（廃石膏
ボード又は廃石膏粉）

破砕・乾燥

135 H7.3.20 株式会社エコル
泉佐野市下瓦屋三丁目
１２番１７号

072-458-7557
泉佐野市下瓦屋三丁
目１２番１７号

072-458-7557 金属くず 磁選別、圧縮

135 H7.3.20 株式会社エコル
泉佐野市下瓦屋三丁目
１２番１７号

072-458-7557
泉佐野市下瓦屋三丁
目１２番１７号

072-458-7557 空き瓶 色選別

135 H7.3.20 株式会社エコル
泉佐野市下瓦屋三丁目
１２番１７号

072-458-7557
泉佐野市下瓦屋三丁
目１２番１７号

072-458-7557 ペットボトル 色選別、圧縮、粉砕

136 H8.2.21 株式会社 MRC
八尾市福栄町一丁目１３
番２号

072-997-9111  
八尾市福栄町一丁目１
３番２号

072-997-9111 空き缶 磁選別、圧縮

136 H8.2.21 株式会社 MRC
八尾市福栄町一丁目１３
番２号

072-997-9111  
八尾市福栄町一丁目１
３番２号

072-997-9111 空き瓶 選別

136 H8.2.21 株式会社 MRC
八尾市福栄町一丁目１３
番２号

072-997-9111  
八尾市福栄町一丁目１
３番２号

072-997-9111 古紙 選別、圧縮、梱包

136 H8.2.21 株式会社 MRC
八尾市福栄町一丁目１３
番２号

072-997-9111  
八尾市福栄町一丁目１
３番２号

072-997-9111
廃プラスチック類（ペッ
トボトルに限る）

破砕

138 H8.7.24 株式会社 大松土建
大阪市北区本庄東二丁
目１０番１５号

06-6371-2863
大阪市西淀川区中島
二丁目１２番４９号

06-6474-0597
汚泥(生コン残渣に限
る)

天日乾燥、破砕

138 H8.7.24 株式会社 大松土建
大阪市北区本庄東二丁
目１０番１５号

06-6371-2863
大阪市西淀川区中島
二丁目１２番４９号

06-6474-0597
ガラスくず、鉱さい、建
設廃材

破砕、選別

139 H8.12.3 三和興業株式会社
大阪市淀川区三津屋南
一丁目８番２９号

06-6302-9501
大阪市淀川区三津屋
南１-８-２９

06-6302-9501 金属くず 磁選別、切断

140 H9.1.20 株式会社 徳山商事
泉北郡忠岡町忠岡三丁
目１６番３４号

0725-22-2644 貝塚市王子３２５番５ 072-438-5330 古紙 選別、圧縮梱包

140 H9.1.20 株式会社 徳山商事
泉北郡忠岡町忠岡三丁
目１６番３４号

0725-22-2644 貝塚市王子３２５番５ 072-438-5330 金属くず 選別、圧縮

140 H9.1.20 株式会社 徳山商事
泉北郡忠岡町忠岡三丁
目１６番３４号

0725-22-2644 貝塚市王子３２５番５ 072-438-5330 廃プラスチック類

発泡スチロール：減容
固化
発泡スチロール以外：
破砕
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142 H9.5.27 有限会社 中商
大阪市鶴見区鶴見四丁
目６番９号

06-6939-9419
大阪市鶴見区鶴見四
丁目６番９号

06-6939-9419 古紙 選別、梱包

143 H9.10.31 株式会社 アイデックス
高槻市津之江町二丁目
２２番９号

072-650-1988 高槻工場
高槻市津之江町二丁
目２２番９号

072-650-1988 金属くず 磁選別、破砕

143 H9.10.31 株式会社 アイデックス
高槻市津之江町二丁目
２２番９号

072-650-1988 摂津工場
摂津市鳥飼上４丁目５
番３８号

072-650-1897
廃プラスチック類、紙く
ず、木くず、繊維くず

減容固化

146 H10.3.31 有限会社 関西興業
大阪市鶴見区鶴見２-２
４-２３

06-6913-4166
交野市倉治９-２６７０-
２

072-092-4689 金属くず 磁選別、圧縮

147 H10.6.16 ユニクル株式会社
茨木市横江二丁目９番４
５号

072-630-6720
茨木市横江二丁目９番
４５号

072-630-6720 古紙 選別、圧縮、梱包

147 H10.6.16 ユニクル株式会社
茨木市横江二丁目９番４
５号

072-630-6720
茨木市横江二丁目９番
４５号

072-630-6720 金属くず 選別、圧縮

148 H10.6.16 有限会社 林商店
大阪市鶴見区茨田大宮
二丁目７番５２号

06-6912-8174
大阪市鶴見区茨田大
宮２丁目７番５２号

06-6912-8174 金属くず 磁選別、圧縮

149 H10.8.21
高槻リサイクル株式会
社

高槻市野田東一丁目２
番８号

072-669-1102
高槻市野田東１丁目２
番８号

072-669-1102 金属くず 磁選別

149 H10.8.21
高槻リサイクル株式会
社

高槻市野田東一丁目２
番８号

072-669-1102
高槻市野田東１丁目２
番８号

072-669-1102 空き瓶 選別

150 H10.10.14 利川産業株式会社
八尾市南植松町三丁目
９番地

072-922-3992
八尾市南植松町３丁目
９番地

072-922-3992 金属くず 磁選別、圧縮・切断

152 H10.10.14 宮坂産業株式会社
大阪市北区豊崎一丁目
１１番２５号

06-6371-2787 業務・機材センター
大阪市大正区南恩加
島５丁目７番７号の一
部

06-6371-2787 金属くず 選別、圧縮

153 H10.10.26 有限会社 與那城金属
堺市西区草部１３１６番
地３

072-271-4746
堺市西区草部１３１６番
地３

072-271-4746 金属くず 切断、被覆線剥離

154 H10.11.5
大阪樹脂工業株式会
社

柏原市片山町２０番５号 0729-77-9553
柏原市片山町５４７番２
の一部

0729-77-9553 廃プラスチック類 選別、破砕

155 H10.12.3 株式会社 乾商店
大阪市浪速区桜川四丁
目９番１５号

06-6561-7221
大阪市浪速区桜川四
丁目９番１５号

06-6561-7221 金属くず 磁選別、切断、圧縮

157 H10.12.10 有限会社 丸徳商事
大阪市大正区北恩加島
1丁目12番6号

06-6553-6166
大阪市大正区三軒家
西3丁目100番地先

06-6553-6166 金属くず 磁選別、切断

158 H10.12.21 株式会社 コスモ
羽曳野市郡戸50番地の
1

072-952-8310
東大阪リサイクルセン
ター

東大阪市加納4丁目14
番7、14番13

072-962-6811
廃プラスチック類（廃
発泡スチロールに限
る）

減容固化

162 H11.2.10 株式会社 新髙
大東市住道二丁目７番１
２－３１０号

072-882-1770
東大阪市加納4丁目12
番13号

072-966-6887 金属くず 磁選別、圧縮

163 H11.2.15 株式会社 浜田
高槻市柱本三丁目8番6
号

072-678-6601
高槻市柱本3丁目8番6
号

072-678-6601 金属くず 磁選別、圧縮、切断

164 H11.2.18 奥村 辰男 三ツ島金属商店
門真市三ツ島1丁目25
番15号

072-881-3275 金属くず
磁選別、切断、被覆線
剥離

165 H11.3.1
有限会社 環境システ
ムメディカル

泉南市信達牧野908番
地の1

0724-85-1666
泉南市信達牧野908番
地の1

0724-85-1666 金属くず 磁選別、切断

166 H11.4.5 扶和メタル株式会社
大阪市中央区千日前一
丁目4番4号

06-6213-6581 大阪支店
大阪市大正区三軒家
東三丁目2番11号

06-6551-2531 金属くず 磁選別、切断

166 H11.4.5 扶和メタル株式会社
大阪市中央区千日前一
丁目4番4号

06-6213-6581 八尾支店
八尾市北亀井町二丁
目5番25号

0729-22-7509 金属くず 磁選別、切断
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166 H11.4.5 扶和メタル株式会社
大阪市中央区千日前一
丁目4番4号

06-6213-6581 東大阪支店
東大阪市加納四丁目3
番1号

0729-64-2246 金属くず 磁選別、圧縮、切断

167 H11.4.7 河野 順一 河野商店
大阪市住吉区苅田10
丁目8番23号

06-6607-2552 金属くず
被覆線剥離、磁選別、
切断

169 H11.4.22 株式会社 柴山鋼業
高槻市唐崎中4丁目32
番17号

072-677-5520
高槻市唐崎中四丁目
32番17号

072-677-5520 金属くず 圧縮切断

170 H11.4.22
株式会社 松本光春商
店

香川県高松市栗林町一
丁目15番18号

087-831-6477 大阪工場
八尾市美園町4丁目1
番2

072-922-5341 古紙 選別、圧縮、梱包

171 H11.4.26 長田 春子 長田商店
堺市中区平井643番地
4

072-278-4758 金属くず 磁選別、切断

172 H11.4.30 ミナミ産業株式会社
東大阪市岸田堂南町5
番6号

06-6727-6263
東大阪市岸田堂南町5
番6号

06-6727-6263 金属くず 磁選別、切断

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
資源リサイクルプラン
ト

高槻市梶原中村町13
番5号

072-660-3450 古紙 圧縮・梱包

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
資源リサイクルプラン
ト

高槻市梶原中村町13
番5号

072-660-3450 金属くず 選別・圧縮

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
資源リサイクルプラン
ト

高槻市梶原中村町13
番5号

072-660-3450 空き瓶 選別

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
資源リサイクルプラン
ト

高槻市梶原中村町13
番5号

072-660-3450 ペットボトル 破砕

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089 メタルプラント
高槻市野田東一丁目7
番4号

072-669-0072 金属くず 選別・圧縮切断

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
古紙リサイクルプラン
ト

高槻市梶原四丁目1番
9号

072-660-3000 古紙 圧縮・梱包

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
古紙リサイクルプラン
ト

高槻市梶原四丁目1番
9号

072-660-3000 古繊維 裁断

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
古紙リサイクル森之
宮ヤード

大阪市城東区鴫野西
二丁目６番１７号

06-6962-0072 古紙 圧縮・梱包

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089 リサイクル枚方ヤード
枚方市春日北町五丁
目１０番３号

072-897-0050 古紙 圧縮・梱包

174 H11.6.4 都市クリエイト株式会社
高槻市紺屋町3番1-326
号

072-681-0089
産業廃棄物中間処理
総合リサイクル豊中

豊中市走井三丁目4番
4号

06-6852-0061 古紙 圧縮・梱包

179 H11.6.21 株式会社 協和
枚方市大字尊延寺791
番地

072-897-2500 リサイクルプラント
枚方市大字尊延寺
4581番11の一部

072-897-2500 ガラスくず、がれき類 破砕

180 H11.6.24 土師清掃株式会社
松原市立部一丁目132
番地

072-331-4457 リサイクル HAZE
松原市立部4丁目284
番の一部、286番1、286
番2、287番2、289番2

072-331-4457 空き瓶 色選別

180 H11.6.24 土師清掃株式会社
松原市立部一丁目132
番地

072-331-4457 リサイクル HAZE
松原市立部4丁目284
番の一部、286番1、286
番2、287番2、289番2

072-331-4457 空き缶
磁選別、ｱﾙﾐ選別、圧
縮

180 H11.6.24 土師清掃株式会社
松原市立部一丁目132
番地

072-331-4457 リサイクル HAZE
松原市立部4丁目284
番の一部、286番1、286
番2、287番2、289番2

072-331-4457 ペットボトル 選別、圧縮
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181 H11.7.6 井関金属株式会社
堺市美原区小平尾407
番地

072-361-3333  
堺市美原区小平尾407
番地

072-361-3333 金属くず

ジュース缶：磁選別、
圧縮
ジュース缶以外：選
別、圧縮、溶解

184 H11.11.17 岩産業株式会社
高槻市東天川5丁目3番
1号

072-669-6064
高槻市東天川5丁目3
番1号

072-669-6064 金属くず ふるい選別、切断

185 H11.11.25 信野 亀吉 丸信商店
貝塚市津田南町26番
20号

0724-23-0093 古繊維 裁断、撚糸

188 H11.12.21 友沢 秀夫 06-6752-0455 友澤商店
大阪市生野区巽東三
丁目2番28号

06-6752-0455 金属くず 圧縮切断

189 H12.1.21
有限会社 八尾アルミ
センター

八尾市山賀町一丁目38
番7号

072-999-1438
八尾市山賀町1丁目38
の7

0729-99-1438 金属くず 磁選別、切断

189 H12.1.21
有限会社 八尾アルミ
センター

八尾市山賀町一丁目３８
番７号

072-999-1438
八尾市泉町3丁目45－
1

072-923-1157 金属くず 磁選別、圧縮

190 H12.2.22 西原産業株式会社
東大阪市高井田本通2
丁目2番28号

06-6782-2071
東大阪市高井田本通2
丁目2番28号

06-6782-2071 金属くず 選別、破砕

192 H12.2.7 株式会社 カネダ
大阪市福島区吉野五丁
目10番17号

06-6461-3488
大阪市福島区吉野五
丁目10番17号

06-6461-3488 金属くず 選別・切断

194 H12.3.17 株式会社 舟田商店
大阪市淀川区木川東三
丁目1番12号

06-6301-2887
大阪市淀川区西中島6
丁目11番21号

06-6302-2297 金属くず（空き缶）
磁選別、ｱﾙﾐ選別、圧
縮

194 H12.3.17 株式会社 舟田商店
大阪市淀川区木川東三
丁目1番12号

06-6301-2887
大阪市淀川区西中島6
丁目11番21号

06-6302-2297 空き瓶 色選別

197 H12.4.6 株式会社 マルサン
吹田市江坂町三丁目48
番51号

06-6190-2567 摂津事業所
摂津市東別府三丁目7
番2号

06-6349-3830
廃プラスチック類(発泡
プラスチック類に限る)

減容固化

197 H12.4.6 株式会社 マルサン
吹田市江坂町三丁目48
番51号

06-6190-2567 摂津事業所
摂津市東別府三丁目7
番2号

06-6349-3830 紙くず 圧縮

197 H12.4.6 株式会社 マルサン
吹田市江坂町三丁目48
番51号

06-6190-2567 摂津事業所
摂津市東別府三丁目7
番2号

06-6349-3830 金属くず 圧縮

197 H12.4.6 株式会社 マルサン
吹田市江坂町三丁目48
番51号

06-6190-2567 摂津事業所
摂津市東別府三丁目7
番2号

06-6349-3830 ガラスくず 破砕

197 H12.4.6 株式会社 マルサン
吹田市江坂町三丁目48
番51号

06-6190-2567 摂津事業所
摂津市東別府三丁目7
番2号

06-6349-3830 木くず 破砕

197 H12.4.6 株式会社 マルサン
吹田市江坂町三丁目48
番51号

06-6190-2567 摂津事業所
摂津市東別府三丁目7
番2号

06-6349-3830
廃プラスチック類、紙く
ず、木くず、繊維くず

減容固化

200 H12.6.2 岩本 進一 岩本商店
南河内郡千早赤阪村
大字水分930番11

0721-72-1819 金属くず 被覆線剥離、切断

201 H12.6.2 カワギシ株式会社
東大阪市西岩田二丁目
2番19号

06-6788-3048
東大阪市西岩田二丁
目2番20号

06-6788-3048 金属くず 磁選別、切断

202 H12.7.4 星野 元男 星野商店
東大阪市西岩田二丁
目292番39

06-6782-5913 金属くず 選別、破砕

203 H12.7.5 株式会社 大建工業所
大阪市淀川区田川北二
丁目4番10号

06-6308-5377
中島リサイクルセン
ター

大阪市西淀川区中島
二丁目13番8号

06-6475-8666 廃プラスチック類 破砕、減容

203 H12.7.5 株式会社 大建工業所
大阪市淀川区田川北二
丁目4番10号

06-6308-5377
中島リサイクルセン
ター

大阪市西淀川区中島
二丁目13番8号

06-6475-8666 木くず 破砕
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203 H12.7.5 株式会社 大建工業所
大阪市淀川区田川北二
丁目4番10号

06-6308-5377
中島リサイクルセン
ター

大阪市西淀川区中島
二丁目13番8号

06-6475-8666 金属くず 圧縮

203 H12.7.5 株式会社 大建工業所
大阪市淀川区田川北二
丁目4番10号

06-6308-5377
中島リサイクルセン
ター

大阪市西淀川区中島
二丁目13番8号

06-6475-8666 空き瓶
選別による再生原料
化

204 H12.7.25 株式会社 山岡商店
寝屋川市小路北町7番8
号

072-821-0040 門真事業所
門真市四宮1丁目2番
40号

072-887-1820 廃プラスチック類 破砕

204 H12.7.25 株式会社 山岡商店
寝屋川市小路北町7番8
号

072-821-0040 門真事業所
門真市四宮1丁目2番
40号

072-887-1820 繊維くず 破砕

204 H12.7.25 株式会社 山岡商店
寝屋川市小路北町7番8
号

072-821-0040 門真事業所
門真市四宮1丁目2番
40号

072-887-1820 紙くず 破砕

204 H12.7.25 株式会社 山岡商店
寝屋川市小路北町7番8
号

072-821-0040 門真事業所
門真市四宮1丁目2番
40号

072-887-1820 木くず 破砕

204 H12.7.25 株式会社 山岡商店
寝屋川市小路北町7番8
号

072-821-0040 本社事業所
寝屋川市小路北町7番
8号

072-821-0040 金属くず 破砕

204 H12.7.25 株式会社 山岡商店
寝屋川市小路北町7番8
号

072-821-0040 本社事業所
寝屋川市小路北町7番
8号

072-821-0040 ガラスくず 破砕

204 H12.7.25 株式会社 山岡商店
寝屋川市小路北町7番8
号

072-821-0040 本社事業所
寝屋川市小路北町7番
8号

072-821-0040 廃プラスチック類 破砕

206 H12.8.7 グリーン大本株式会社
大阪市西成区出城一丁
目3番9号

06-4396-1477
大阪市西成区出城1丁
目3番9号

06-4396-1477 古紙 選別、圧縮、梱包

206 H12.8.7 グリーン大本株式会社
大阪市西成区出城一丁
目3番9号

06-4396-1477
大阪市西成区出城1丁
目3番9号

06-4396-1477
金属くず（空き缶を含
む）

磁選別、切断

206 H12.8.7 グリーン大本株式会社
大阪市西成区出城一丁
目3番9号

06-4396-1477
大阪市西成区出城1丁
目3番9号

06-4396-1477 空き瓶 選別

206 H12.8.7 グリーン大本株式会社
大阪市西成区出城一丁
目3番9号

06-4396-1477
大阪市西成区出城1丁
目3番9号

06-4396-1477 古繊維 選別、裁断、圧縮

206 H12.8.7 グリーン大本株式会社
大阪市西成区出城一丁
目3番9号

06-4396-1477
大阪市西成区出城1丁
目3番9号

06-4396-1477 ペットボトル 選別、圧縮

207 H12.8.7 株式会社 加藤義商店
大阪市大正区泉尾四丁
目13番13号

06-6552-2001
大阪市大正区泉尾四
丁目13番13号

06-6552-2001 金属くず 切断、選別

211 H12.10.19 幸和産業株式会社
大阪市大正区三軒家東
五丁目14番11号

06-6554-3221 堺工場
泉大津市臨海町1丁目
27番地

0725-33-3561 ドラム缶
整形、洗浄、研削、塗
装、乾燥

212 H13.3.23
北生駒産廃事業協同
組合

大東市大字龍間996番
地

072-869-0310
大東市大字龍間1074
番ほか4筆の一部

072-869-0310 ガラスくず、がれき類 破砕

213 H12.11.15 大守金属株式会社
大阪市平野区加美鞍作
二丁目3番3号

06-6791-8675 美原営業所
堺市美原区太井486番
地1

072-361-6435 金属くず
被覆線剥離、破砕、選
別

213 H12.11.15 大守金属株式会社
大阪市平野区加美鞍作
二丁目3番3号

06-6791-8675 美原営業所
堺市美原区太井486番
地1

072-361-6435 廃プラスチック類 破砕

214 H12.11.21
大阪･泉州建廃処理事
業株式会社

和泉市平井町861番3 0725-53-0222
和泉市平井町861番3、
861番27の一部

0725-53-0222 ガラスくず、がれき類 破砕

215 H12.11.21 株式会社 リサイクル
東大阪市布市町二丁目
1番40号

072-980-1390
東大阪市布市町2丁目
50番5

072-980-1390 廃油 蒸留

216 H12.12.13 田中夏株式会社
大阪市東淀川区大桐四
丁目4番43号

06-6328-7409
大阪市東淀川区大桐4
丁目4番43号

06-6328-7409 ドラム缶
焼成、研磨、整形、塗
装、乾燥

217 H12.12.20
大阪ベントナイト事業協
同組合

大阪市住之江区平林南
二丁目8番37号

06-6686-0003 堺プラント
堺市西区築港新町一
丁5番35

072-245-2277 がれき類 破砕
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218 H13.2.19 天満容器株式会社
大阪市東淀川区菅原三
丁目14番11号

06-6328-0158 本社工場
大阪市東淀川区菅原3
丁目14番11号

06-6328-0158 ドラム缶
整形、洗浄、研削、塗
装、乾燥

218 H13.2.19 天満容器株式会社
大阪市東淀川区菅原三
丁目14番11号

06-6328-0158 淀川工場
大阪市東淀川区菅原3
丁目8番1号

06-6329-3528 ドラム缶
整形、洗浄、研削、塗
装、乾燥

218 H13.2.19 天満容器株式会社
大阪市東淀川区菅原三
丁目14番11号

06-6328-0158 岸和田工場
岸和田市磯上町3丁目
5番1号

0724-39-4621 ドラム缶
整形、焼成、研削、塗
装、乾燥

222 H13.4.3 株式会社 赤阪商店
大阪市平野区加美東一
丁目6番15号

06-6792-6308
大阪市平野区加美東
一丁目6番15号

06-6792-6308 金属くず 切断・剥離

223 H13.4.27 株式会社 嶋袋商店
大阪市西淀川区中島二
丁目8番5号

06-6471-0161 第2工場
大阪市西淀川区中島
二丁目1番19号

06-6475-8050 がれき類、鉱さい 破砕・粒度調整

226 H13.6.15 株式会社 堂垣商店
大阪市西淀川区御幣島
六丁目16番28号

06-6474-5288  
大阪市西淀川区御幣
島6丁目16番28号

06-6474-5288 古紙 選別、圧縮、梱包

228 H13.7.31 株式会社 朝日商店
堺市堺区石津北町61番
地

072-241-2763  
堺市堺区石津北町61
番地

072-241-2763 金属くず 選別、圧縮、切断

228 H13.7.31 株式会社 朝日商店
堺市堺区石津北町61番
地

072-241-2763  
堺市堺区石津北町61
番地

072-241-2763
廃プラスチック類（金
属くずに付着している
ものに限る）

圧縮・切断

228 H13.7.31 株式会社 朝日商店
堺市堺区石津北町61番
地

072-241-2763
高砂リサイクルプラン
ト

堺市堺区高砂町１丁３
番１号

古紙 圧縮梱包

228 H13.7.31 株式会社 朝日商店
堺市堺区石津北町61番
地

072-241-2763
高砂リサイクルプラン
ト

堺市堺区高砂町１丁３
番１号

金属くず 選別、圧縮、切断

228 H13.7.31 株式会社 朝日商店
堺市堺区石津北町61番
地

072-241-2763
高砂リサイクルプラン
ト

堺市堺区高砂町１丁３
番１号

古繊維 裁断・圧縮・梱包

229 H13.8.6 山本容器株式会社
大阪市城東区鴫野西五
丁目19番29号

06-6961-3051 本社工場
大阪市城東区鴫野西
五丁目19番29号

06-6961-3051 ドラム缶
整形、洗浄、研削、塗
装、乾燥

229 H13.8.6 山本容器株式会社
大阪市城東区鴫野西五
丁目19番29号

06-6961-3051 堺工場
泉大津市臨海町一丁
目16番

072-522-5315 ドラム缶
焼成、整形、研削、塗
装、乾燥

230 H13.8.28 株式会社 きわきん
大阪市浪速区日本橋東
三丁目16番5号

06-6631-5339 本社
大阪市浪速区日本橋
東三丁目16番5号

06-6631-5339 金属くず 選別・切断

231 H13.10.1 株式会社 カワイ
大阪市西淀川区中島二
丁目２番３号

06-6474-3434
大阪市西淀川区中島
二丁目２番３号

06-6474-3434 金属くず 選別・切断

232 H13.11.2 村野建材株式会社
東大阪市長栄寺21番22
号

06-6781-0782
八尾市福栄町4丁目25
番地

072-999-2801

汚泥(建設汚泥であっ
て建設用資材として再
利用できるものに限
る)

固化

232 H13.11.2 村野建材株式会社
東大阪市長栄寺21番22
号

06-6781-0782
八尾市福栄町4丁目25
番地

072-999-2801
ガラスくず、陶磁器く
ず、がれき類

破砕

235 H13.12.5
有限会社 蔵尾ファー
ム

枚方市春日西町二丁目
２２番１５号

072-897-5678
枚方市春日西町二丁
目１０７１番ほか３筆

072-897-5678 植物性残渣 解砕、乾燥

237 H14.1.29 共栄株式会社
兵庫県神戸市中央区栄
町通二丁目３番９号 共
栄ビル

078-321-2121 大阪工場
大阪市西成区津守三
丁目８番９３号

06-4398-5100
金属くず(圧縮、切断
による製鋼原料化)

選別、切断、圧縮

238 H14.1.24 株式会社 芝協
枚方市春日元町２丁目２
２番３０号

072-859-2141
北大阪マテリアル高
槻リサイクルセンター

高槻市大字原２８４５番
１

0726-98-1127 金属くず
(空缶の）磁選別、圧
縮

238 H14.1.24 株式会社 芝協
枚方市春日元町２丁目２
２番３０号

072-859-2141
北大阪マテリアル高
槻リサイクルセンター

高槻市大字原２８４５番
１

0726-98-1127 空き瓶 選別、圧縮
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238 H14.1.24 株式会社 芝協
枚方市春日元町２丁目２
２番３０号

072-859-2141 茨木営業所
茨木市太田東芝町１番
６号の一部

072-621-3976 古紙 選別、圧縮、梱包

239 H14.2.6 有限会社 浪江解体
藤井寺市古室一丁目９
番３号

072-954-8109
藤井寺市古室一丁目９
番３号

072-954-8109 金属くず 磁選別、圧縮

241 H14.3.29 米川 龍 米川商店
堺市美原区木材通１丁
目７番４５号

072-362-2192
廃油（廃食用油に限
る）

油水分離

242 H14.3.29 有限会社 田中商店
堺市北区金岡町２７８２
番地の５

072-259-7853
堺市北区金岡町２７８２
番地の５

072-259-7853 金属くず
被覆線剥離、破砕、圧
縮

243 H14.3.29 株式会社 山元商店
河内長野市天見１０６番
地

072-978-6365 第１工場
柏原市国分市場１丁目
３１４１番２、３１４１番３

072-978-6365 廃油 油水分離

245 H14.5.1 株式会社 福樹園
大阪市西成区聖天下一
丁目７番10号

06-6633-1208
南河内郡千早赤阪村
大字森屋６６２番１

0721-72-1759 木くず 破砕、破砕・堆肥化

247 H14.5.16 株式会社 小西商店
大阪市大正区千島一丁
目１１番１５号

06-6652-4881
大阪市大正区千島一
丁目１１番１５号

06-6652-4881 金属くず
選別、切断、被覆線剥
離

248 H14.5.22 松本産業株式会社
兵庫県尼崎市久々知三
丁目２３番３３号

06-6499-1231 枚方営業所
枚方市出屋敷西町一
丁目２１番１号

072-847-3592 金属くず
磁選別、切断、破砕、
圧縮

253 H14.7.29 関西故金属株式会社
大阪市都島区中野町三
丁目７番６号

06-6351-2289 交野工場
交野市幾野六丁目３４
番２号

072-891-1693 金属くず 磁選別、切断、破砕

255 H14.9.18 株式会社 漢那商店
沖縄県那覇市おもろまち
四丁目９番３－１号

098-941-5605
大阪市西淀川区中島２
丁目９番１３ほか２筆

06-4808-0881 金属くず 磁選別、切断

255 H14.9.18 株式会社 漢那商店
沖縄県那覇市おもろまち
四丁目９番３－１号

098-941-5605
大阪市西淀川区中島２
丁目９番１３ほか２筆

06-4808-0881 鉱さい 選別、破砕、篩い分け

256 H14.9.30 米田産業株式会社
豊中市上津島二丁目１２
番１７号

06-6864-1717
豊中市原田中二丁目６
番１ほか２筆

06-6845-0381 金属くず 磁選別、圧縮

256 H14.9.30 米田産業株式会社
豊中市上津島二丁目１２
番１７号

06-6864-1717
豊中市原田中二丁目６
番１ほか２筆

06-6845-0381 廃プラスチック類 破砕、圧縮

256 H14.9.30 米田産業株式会社
豊中市上津島二丁目１２
番１７号

06-6864-1717
豊中市原田中二丁目６
番１ほか２筆

06-6845-0381 古紙 選別、圧縮・梱包

256 H14.9.30 米田産業株式会社
豊中市上津島二丁目１２
番１７号

06-6864-1717
豊中市原田中二丁目６
番１ほか２筆

06-6845-0381 空き瓶 選別

257 H14.10.9 株式会社 信和
大阪市住之江区南港東
三丁目３番７６号

06-6612-0371
大阪市住之江区南港
東三丁目３番７６号

06-6612-0371 金属くず 選別・切断

259 H14.10.24
協同組合 大阪南部リ
サイクルセンター

富田林市大字喜志２６４
５番地の４

0721-26-0695
富田林市大字喜志２５
９４番１の一部ほか４筆

0721-26-0695 がれき類 選別、破砕

260 H14.11.11 株式会社 春田商店
茨木市目垣三丁目１８番
１１号

0726-35-3908
茨木市目垣三丁目１８
番１１号

0726-35-3908 金属くず 切断

262 H15.1.8 鶴浜運輸株式会社
大阪市大正区三軒家西
三丁目１１番２６号

06-6555-9291
大阪市大正区泉尾６丁
目４－４０地先

06-6555-9291 金属くず 被覆線剥離、切断

263 H15.2.12 有限会社 喜来商店 大東市新田中町５番９号 072-889-1515
大東市三箇４丁目１７
番１２号

072-874-3656 金属くず 切断・選別

264 H15.3.11 大舞金属株式会社
大阪市西淀川区大野一
丁目１０番１１号

06-6473-7260
大阪市西淀川区大野
一丁目１０番１１号

06-6473-7260 金属くず 選別、圧縮、切断

266 H15.4.30 栄田金属株式会社
大阪市生野区勝山南二
丁目６番４１号

06-6717-8558
大阪市生野区勝山南
二丁目６番４１号

06-6717-8558 金属くず
選別、切断、圧縮、被
覆線剥離

267 H15.4.30 山崎鋼商株式会社
東大阪市新町２３番１５
号

0729-81-2363
東大阪市新町２３番１５
号

0729-81-2363 金属くず 選別、切断、圧縮
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268 H15.5.7 有限会社 南商店
大阪市西区千代崎二丁
目１９番１０号

06-6581-5280
大阪市西区千代崎二
丁目１９番１０号

06-6581-5280 金属くず
選別・切断、被覆線切
断・剥離

270 H15.5.26
株式会社 リサイクル
松栄

大阪市西淀川区中島二
丁目１２番３５号

06-6468-2880
大阪市西淀川区中島
二丁目１２番３５号

06-6474-8279 がれき類 破砕、粒度調整

272 H15.6.26 株式会社 ナカノ
摂津市鳥飼上四丁目１
番１０号

072-604-0125
摂津市鳥飼上四丁目１
番１０号

072-604-0125 金属くず 選別・圧縮

274 H15.8.1 株式会社 長谷川建設
大阪市北区長柄中一丁
目６番１７号

072-677-9228
大阪市住之江区南港
東三丁目４番９１号

06-6569-1500 がれき類、ガラスくず 破砕、粒度調整

276 H15.9.2 株式会社 ヨシテック 和泉市善正町２１０番地 0725-90-3308
和泉市善正町２１０番、
２１２番

0725-90-3308 廃プラスチック類
破砕、ペレット化、成
形

277 H15.9.2 タツミ合成株式会社
大阪市生野区小路東四
丁目９番１３号

072-996-8861
八尾市高砂町三丁目３
番３、９１番、９４番

072-996-8861 廃プラスチック類
選別、破砕、ペレット
化

278 H15.9.16 有限会社 田中企画
枚方市津田山手一丁目
５７番８号

072-858-2333
交野市星田北一丁目３
２３番、３２４番１

072-858-2333 金属くず 選別・破砕

278 H15.9.16 有限会社 田中企画
枚方市津田山手一丁目
５７番８号

072-858-2333
交野市星田北一丁目３
２３番、３２４番１

072-858-2333 廃プラスチック類 破砕

279 H15.9.16 東浦 秀四郎 東浦商店
寝屋川市楠根北町１番
２２号

072-821-0232 金属くず
選別・切断、選別・被
覆線剥離

280 H15.10.28 千石メタル株式会社
大阪市東成区神路二丁
目２番２６号

06-6971-4196
大阪市東成区神路二
丁目２番２６号

06-6971-4196 金属くず 選別、切断、圧縮

281 H15.11.17 有限会社 北崎商店
堺市西区北条町一丁３２
番１６号

072-277-8226 富田林工場
富田林市大字甘南備１
２５０番地３

072-277-8226 古紙 圧縮、梱包

281 H15.11.17 有限会社 北崎商店
堺市西区北条町一丁３２
番１６号

072-277-8226 富田林工場
富田林市大字甘南備１
２５０番地３

072-277-8226 金属くず 選別、圧縮

282 H15.11.26 大林道路株式会社
東京都千代田区神田猿
楽町二丁目８番８号

03-3618-6500
大正アスファルト混合
所

大阪市大正区南恩加
島１丁目１１番３３号

06-4394-0084 がれき類 破砕、篩分け

282 H15.11.26 大林道路株式会社
東京都千代田区猿楽町
二丁目８番８号

03-3618-6500
門真アスファルト混合
所

門真市四宮２丁目１番
１号

072-884-1878 がれき類 破砕、篩分け

283 H15.11.27 株式会社 金光商店
羽曳野市西浦１２４０番
地の２

072-958-5031
羽曳野市西浦１２４０番
地の２

072-958-5031 金属くず
選別・圧縮・切断、被
覆線剥離

284 H15.11.26 株式会社 STC．
摂津市安威川南町３番１
５号

072-654-2740
摂津市安威川南町３番
１５号

072-654-2740
金属くず（スチール
缶、アルミ缶）

選別・圧縮

284 H15.11.26 株式会社 STC．
摂津市安威川南町３番１
５号

072-654-2740
摂津市安威川南町３番
１５号

072-654-2740 ガラスくず（空き瓶） 選別

285 H15.12.10 有限会社 朽木商店
堺市西区原田１００番地
の３

072-271-8685
堺市西区原田１００番
地の３

072-271-8685 金属くず
選別・切断、選別・被
覆線剥離

286 H16.1.6 株式会社 丸友商会
吹田市寿町二丁目３番４
号

06-6382-8860
吹田市寿町二丁目３番
４号

06-6382-8860 金属くず
選別・切断、被覆線剥
離・切断

288 H16.2.20 植田油脂株式会社
大東市深野五丁目４番２
２号

072-870-3555 本社工場
大東市深野五丁目４番
２２号

072-870-3555
廃油（廃食用油に限
る）

油水分離

288 H16.2.20 植田油脂株式会社
大東市深野五丁目４番２
２号

072-870-3555 新田工場 大東市新田北町８４番
廃油（廃食用油に限
る）

油水分離

289 H16.3.24 阪南産業株式会社
大阪市住之江区平林北
二丁目８番２３号

06-6685-7196 第２工場
大阪市住之江区平林
北二丁目８番２３号

06-6685-7196 木くず 破砕

289 H16.3.24 阪南産業株式会社
大阪市住之江区平林北
二丁目８番２３号

06-6685-7196 第３工場
大阪市住之江区平林
北二丁目９番１３４号

06-6685-1283 木くず 破砕
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292 H16.4.8 金石 勝一 金石商店
高石市取石七丁目１０
番３４号

072-271-9216 金属くず 被覆線剥離

292 H16.4.8 金石 勝一 金石商店
高石市取石六丁目８番
８号

072-271-9216 金属くず 選別、圧縮

293 H16.5.13 山口 弘樹 山口商会
藤井寺市津堂二丁目８
番４０号

0729-55-4072 金属くず 被覆線剥離、切断

293 H16.5.13 山口 弘樹 山口商会
藤井寺市津堂二丁目８
番４０号

0729-55-4072 古紙 圧縮、梱包

294 H16.5.17 有限会社 森田商店
松原市天美東一丁目５７
番地の５

072-336-2220
松原市天美東一丁目５
７番地の５

072-336-2220 金属くず
選別、切断、圧縮、被
服線剥離

294 H16.5.17 有限会社 森田商店
松原市天美東一丁目５７
番地の５

072-336-2220
松原市天美東一丁目５
７番地の５

072-336-2220 古紙 圧縮、梱包

296 H16.5.28 大城 正幸 大城商店
大阪市大正区鶴町一
丁目１６番２号

06-6556-1301 金属くず 切断、被覆線剥離

297 H16.6.1 同心工業株式会社
泉大津市西港町１４番３
７号

0725-32-1883
泉大津市西港町１４番
３７号

0725-32-1883 繊維くず 反毛、粉砕

299 H16.6.16
奥村組土木興業株式
会社

大阪市港区三先一丁目
１１番１８号

06-6572-0841 堺リサイクル工場
堺市堺区大浜西町５番
地

072-226-6969 がれき類 選別、破砕、粒度調整

299 H16.6.16
奥村組土木興業株式
会社

大阪市港区三先一丁目
１１番１８号

06-6572-0841 堺リサイクル工場
堺市堺区大浜西町５番
地

072-226-6969 ガラスくず 選別、破砕、粒度調整

299 H16.6.16
奥村組土木興業株式
会社

大阪市港区三先一丁目
１１番１８号

06-6572-0841 堺リサイクル工場
堺市堺区大浜西町５番
地

072-226-6969
汚泥(生コン残渣固化
物に限る)

選別、破砕、粒度調整

300 H16.7.12 山本 正行 山本商店
大阪市住之江区西加
賀屋二丁目３番１９号

06-6681-2782 金属くず 切断・剥離

300 H16.7.12 山本 正行 山本商店
大阪市住之江区西加
賀屋二丁目３番１９号

06-6681-2782 古紙 圧縮・梱包

302 H16.7.27 株式会社 松岡商店
東大阪市高井田本通四
丁目１番１４号

06-6781-7855
東大阪市高井田本通
四丁目１番１４号

06-6781-7855 金属くず 選別、切断、圧縮

304 H16.7.26 株式会社 飯田商店
堺市堺区戎島町一丁９
番地

072-232-4200
和泉市上代町１２４６番
１ほか７筆

0725-46-4345 金属くず 選別、圧縮

304 H16.7.26 株式会社 飯田商店
堺市堺区戎島町一丁９
番地

072-232-4200
和泉市上代町１２４６番
１ほか７筆

0725-46-4345 古紙 圧縮、梱包

305 H16.7.29 有限会社 橘金属
大阪市淀川区新北野二
丁目１番１号

06-6301-4404
大阪市淀川区新北野
二丁目１番１号

06-6301-4404 古紙 選別、圧縮、梱包

305 H16.7.29 有限会社 橘金属
大阪市淀川区新北野二
丁目１番１号

06-6301-4404
大阪市淀川区新北野
二丁目１番１号

06-6301-4404 金属くず（空き缶） 選別、圧縮

305 H16.7.29 有限会社 橘金属
大阪市淀川区新北野二
丁目１番１号

06-6301-4404
大阪市淀川区新北野
二丁目１番１号

06-6301-4404 空き瓶 選別

306 H16.8.20 有限会社 コーケン
大阪市鶴見区緑二丁目
２番２４号

06-6911-0477
大阪市鶴見区緑二丁
目２番２４号

06-6911-0477 金属くず 磁選別、被覆線剥離

306 H16.8.20 有限会社 コーケン
大阪市鶴見区緑二丁目
２番２４号

06-6911-0477
大阪市鶴見区緑二丁
目２番２４号

06-6911-0477 古紙 選別、圧縮、梱包

310 H16.9.27 有限会社 マツケン
茨木市宮島二丁目８番４
７号

072-653-1010
茨木市宮島二丁目８番
４７号

072-653-1010 木くず 破砕

311 H16.10.5 長尾容器株式会社
大阪市城東区今福東二
丁目１２番２３号

06-6939-5101
大阪市城東区今福東
二丁目１２番２３号

06-6939-5101 ドラム缶
選別、整形、洗浄、塗
装、乾燥
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312 H16.11.15 株式会社 古川商店
堺市堺区宿屋町西二丁
６番地

072-238-4066
堺市堺区宿屋町西一
丁１番６号

072-228-8232 金属くず 被覆線剥離、破砕

313 H16.11.24
株式会社 クリーンセン
ター

柏原市国分東東条町４３
３１番地の４

072-976-1671
柏原市国分東条町４３
３１番４

0729-76-1671
廃油（有機塩素系廃
溶剤に限る）

選別、蒸留

315 H16.12.9 川瀬産業株式会社
貝塚市加神二丁目20番
35号

0724-36-1030
貝塚工場･貝塚第二
工場

貝塚市加神二丁目２０
番３５号

0724-22-0295 廃プラスチック類 破砕、減容固化

317 H17.2.18
有限会社 松原再生資
源回収センター

堺市北区中村町７６番地
３

072-257-0450
堺市北区中村町７６番
地３

072-257-0450 古紙
選別、破砕、切断、圧
縮、梱包

317 H17.2.18
有限会社 松原再生資
源回収センター

堺市北区中村町７６番地
３

072-257-0450
堺市北区中村町７６番
地３

072-257-0450
金属くず(空き缶を含
む）

選別、被覆線剥離、切
断、圧縮

317 H17.2.18
有限会社 松原再生資
源回収センター

堺市北区中村町７６番地
３

072-257-0450
堺市北区中村町７６番
地３

072-257-0450 古繊維
選別、破砕、切断、圧
縮

317 H17.2.18
有限会社 松原再生資
源回収センター

堺市北区中村町７６番地
３

072-257-0450
堺市北区中村町７６番
地３

072-257-0450 空き瓶 選別

318 H17.2.25 株式会社 エムテック
富田林市喜志町五丁目
７番３号

0721-26-1224
南河内郡千早赤阪村
大字水分９６７番甲

0721-72-1360 がれき類 選別、破砕

319 H17.3.8 野口 英機 野口商店 貝塚市新井２５番地 0724-32-8849 古繊維 色選別、裁断

322 H17.3.18 株式会社 リバース
泉南市男里四丁目３３番
７号

0724-85-4545
泉南市男里四丁目３３
番７号

0724-85-4545 古紙
梱包、溶解、漂白、抄
紙

323 H17.3.31 木材開発株式会社
大阪市住之江区新北島
三丁目６番４５号

0724-38-2021 平林工場
大阪市住之江区平林
北二丁目６番５０号

06-6682-1817 木くず 破砕

323 H17.3.31 木材開発株式会社
大阪市住之江区新北島
三丁目６番４５号

0724-38-2021 岸和田工場
岸和田市木材町１１番
１３、１１番１８

0724-23-3626 木くず 破砕

324 H17.4.11 有限会社 クリーンナビ
松原市河合四丁目３７７
番地の３

072-337-0114 （有）クリーンナビ
松原市河合四丁目３７
７番地の３ほか４筆

072-337-0117 金属くず（空き缶） 選別・圧縮

324 H17.4.11 有限会社 クリーンナビ
松原市河合四丁目３７７
番地の３

072-337-0114 （有）クリーンナビ
松原市河合四丁目３７
７番地の３ほか４筆

072-337-0117 ガラスくず（空き瓶） 選別

324 H17.4.11 有限会社 クリーンナビ
松原市河合四丁目３７７
番地の３

072-337-0114 （有）クリーンナビ
松原市河合四丁目３７
７番地の３ほか４筆

072-337-0117
廃プラスチック類（ペッ
トボトルに限る）

圧縮

324 H17.4.11 有限会社 クリーンナビ
松原市河合四丁目３７７
番地の３

072-337-0114 （有）クリーンナビ
松原市河合四丁目３７
７番地の３ほか４筆

072-337-0117 古紙 圧縮梱包

325 H17.4.11 株式会社 山本商店
大阪市住吉区遠里小野
五丁目２２番１１号

06-6691-1781
大阪市住吉区遠里小
野五丁目２２番１１号

06-6691-1781 古紙 圧縮梱包

325 H17.4.11 株式会社 山本商店
大阪市住吉区遠里小野
五丁目２２番１１号

06-6691-1781
大阪市住吉区遠里小
野五丁目２２番１１号

06-6691-1781 金属くず(アルミ缶） 選別・圧縮

326 H17.4.26
延田建設金属株式会
社

東大阪市渋川町二丁目
８番１号

06-6727-3881
東大阪市渋川町２丁目
８番１号

06-6727-3881 金属くず 圧縮・切断

327 H17.4.25 株式会社 ムトウ
大阪市此花区春日出中
二丁目１番２号

06-6461-7149
大阪市此花区春日出
中二丁目１番２号

06-6461-7149 古紙 選別、圧縮、梱包

327 H17.4.25 株式会社 ムトウ
大阪市此花区春日出中
二丁目１番２号

06-6461-7149
大阪市此花区春日出
中二丁目１番２号

06-6461-7149
金属くず(スチール缶、
アルミ缶)

選別、圧縮

328 H17.4.28 有限会社 アヴリル
泉佐野市南中樫井５９５
番地の７

0724-65-4451
泉佐野市南中樫井５９
５番地の７

0724-65-4451 古紙 選別、圧縮、梱包

330 H17.6.23 井田 忠吉
阪南市自然田１５９０番
地

泉製作所
泉南市信達岡中１０３２
-１

0724-82-5200 古繊維 選別、裁断、反毛
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331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

鶴見事業所
大阪市鶴見区安田二
丁目６番２２号

06-6914-0561 古紙 圧縮・梱包

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

枚方事業所
枚方市長尾家具町二
丁目８番１号

072-855-0231 古紙 圧縮・梱包

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

八尾事業所
八尾市上尾町四丁目１
番７号

072-924-8301 古紙 圧縮・梱包

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

本社
門真市四宮四丁目２番
４１号

072-883-0561 古紙 圧縮・梱包

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

摂津事業所
摂津市鳥飼本町五丁
目１番３号

072-653-1241 古紙 圧縮・梱包

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

門真第二事業所
門真市四宮６丁目４
番、５番

072-883-0561
廃プラスチック類（発
泡プラスチック類に限
る）

減容固化

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

門真第二事業所
門真市四宮６丁目４
番、５番

072-883-0561

廃プラスチック類（発
泡プラスチック類を除
き、再生利用できるも
のに限る）

破砕

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

東大阪事業所
東大阪市渋川町一丁
目１５番２１号

06-6725-0561 古紙 圧縮・梱包

331 H17.6.30 大阪紙業株式会社
門真市四宮四丁目２番４
１号

豊中事業所
豊中市走井二丁目７番
１２号

06-6840-8211 古紙 圧縮・梱包

332 H17.7.12 株式会社 石川メタル 岸和田市内畑町２２８５ 0724-79-0481 岸和田市内畑町２２８５ 0724-79-0481 金属くず
ナゲット加工・破砕・切
断

333 H17.7.20 早瀬 義之 はやせ産業
大阪市北区豊崎７丁目
７番１３号

06-6371-9701 古紙 選別、圧縮、梱包

333 H17.7.20 早瀬 義之 はやせ産業
大阪市北区豊崎７丁目
７番１３号

06-6371-9701 金属くず
選別、被覆線剥離、切
断

334 H17.7.19 株式会社 富里金属
大阪市大正区南恩加島
五丁目７番２号

06-6553-7209
大阪市大正区南恩加
島五丁目７番２号

06-6553-7209 金属くず 選別圧縮切断

335 H17.9.7 傍島 武雄 傍島商店
大阪市都島区高倉町３
-５-３２

06-6921-2053 古紙 選別、圧縮、梱包

336 H17.9.26 尾崎製紙株式会社
阪南市尾崎町五丁目４２
番５号

0724-72-0881
阪南市尾崎町五丁目４
２番５号

0724-72-0881 古繊維
選別、裁断（叩解）、製
紙

337 H17.11.14 有限会社 杉本商店
大阪市大正区三軒家東
二丁目９番２０号

06-6554-4070
大阪市大正区三軒家
東二丁目９番２０号

06-6554-4070 古紙 選別、圧縮、梱包

338 H17.11.14 株式会社 加藤昌商店
大阪狭山市池尻北一丁
目４番１号

0723-65-0812 堺営業所
堺市南区泉田中１６－
１

0722-96-9999 金属くず 選別、圧縮

338 H17.11.14 株式会社 加藤昌商店
大阪狭山市池尻北一丁
目４番１号

0723-65-0812 堺営業所
堺市南区泉田中１６－
１

0722-96-9999 古紙、金属くず 選別、圧縮、梱包

338 H17.11.14 株式会社 加藤昌商店
大阪狭山市池尻北一丁
目４番１号

0723-65-0812 大阪狭山営業所
大阪狭山市岩室一丁
目２５３－２

0723-66-6074 金属くず
選別、被覆線剥離、切
断、圧縮

339 H17.11.29
株式会社 北摂リサイク
ルセンター

豊能郡能勢町下田５番
地３

072-731-3568
豊能郡能勢町下田５番
地３

072-731-3568 古紙 選別、圧縮、梱包

340 H17.12.5 新和金属株式会社
八尾市南久宝寺１丁目３
４番地の１

072-990-2828 新和金属（株）
八尾市南久宝寺１丁目
３４番１

072-990-2828 金属くず 切断・被覆線剥離
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341 H18.1.18
飯田建設工業株式会
社

大東市北条三丁目１６番
１８-２０１号

072-863-0002 大東ARセンター
大東市平野屋二丁目３
９７番１ほか２筆

072-870-4550 木くず
破砕（チップ化できる
ものに限る）

341 H18.1.18
飯田建設工業株式会
社

大東市北条三丁目１６番
１８-２０１号

072-863-0002 東大阪プラント事業部
東大阪市中石切町６丁
目７９９番地１

0729-85-6012 がれき類 破砕・粒度調整

342 H18.1.19 株式会社 トリムスター 堺市別所１５６０番２１ 072-290-5380
南大阪エコ・クリーン
センター

堺市別所１５６０番２１ 072-290-5380

がれき類、ガラスくず
（ｺﾝｸﾘｰﾄ製品の製造
工程から発生するｺﾝｸ
ﾘｰﾄくず）、汚泥(生コン
残渣固化物)

選別、破砕、粒度調整

343 H18.2.7 株式会社 ダイトク
摂津市新在家二丁目１
番１号

06-6827-1010 新在家工場
摂津市新在家二丁目１
番１号

06-6827-1010 廃プラスチック類 切断、破砕

344 H18.3.16 藤野興業株式会社
富田林市山中田町一丁
目１１番８号

0721-24-0118
資源リサイクルセン
ター

南河内郡河南町山城１
６５番地

0721-93-1805 金属くず 分別、圧縮

344 H18.3.16 藤野興業株式会社
富田林市山中田町一丁
目１１番８号

0721-24-0118
資源リサイクルセン
ター

南河内郡河南町山城１
６５番地

0721-93-1805 ペットボトル 分別、圧縮

344 H18.3.16 藤野興業株式会社
富田林市山中田町一丁
目１１番８号

0721-24-0118
資源リサイクルセン
ター

南河内郡河南町山城１
６５番地

0721-93-1805 廃プラスチック類 分別、圧縮

344 H18.3.16 藤野興業株式会社
富田林市山中田町一丁
目１１番８号

0721-24-0118
資源リサイクルセン
ター

南河内郡河南町山城１
６５番地

0721-93-1805 空き瓶 分別、破砕

345 H18.3.16 株式会社 ホクセツ 東大阪市新町２２-１５ 0729-86-0644 東大阪市新町２２-１５ 0729-86-0644 金属くず 選別、圧縮

346 H18.3.28 有限会社 七福
大阪市平野区加美南２
丁目７番２７号

06-6791-0729
大阪市平野区加美南２
丁目７番２７号

06-6791-0729 金属くず 選別、切断

347 H18.3.31 脇田 拓也 関空メタル
泉佐野市南中岡本３５
０番３

0724-65-5555 金属くず 選別、圧縮

348 H18.4.3 有限会社 あかね紙業
堺市南区赤坂台六丁１６
番８号

072-296-2929 ㈲あかね紙業 堺市南区小代７６ 072-296-2929 古紙 選別、圧縮、梱包

349 H18.5.25
株式会社 都市樹木再
生センター

大東市大字龍間６９８ 072-869-0365
大東市大字龍間１１９７
番地

072-869-0365 木くず 選別、破砕

350 H18.6.13 有限会社 谷山商店
大阪市都島区大東町１
丁目１４番１３号

06-6921-4303
四條畷市蔀屋新町７-１
１

072-879-1152 古紙 選別、圧縮、梱包

351 H18.6.13 株式会社 新地衛生
大阪市浪速区恵美須西
２丁目１２番１０号

06-6632-2656
大阪市浪速区恵美須
三丁目９番２２号

06-6632-2656 古紙 選別、圧縮、梱包

351 H18.6.13 株式会社 新地衛生
大阪市浪速区恵美須西
２丁目１２番１０号

06-6632-2656
大阪市浪速区恵美須
三丁目９番２２号

06-6632-2656
金属くず(スチール缶、
アルミ缶)

選別、圧縮

352 H18.6.19 株式会社 シノハラ環境
東大阪市昭和町８番２４
号

0729-82-0425
東大阪市横小路町６丁
目９２８番４

0729-82-0425 古紙 選別、圧縮、梱包

352 H18.6.19 株式会社 シノハラ環境
東大阪市昭和町８番２４
号

0729-82-0425
東大阪市横小路町６丁
目９２８番４

0729-82-0425 金属くず 選別、圧縮

353 H18.6.20 有限会社 オカザキ
高槻市柱本四丁目２０番
１号

0726-77-0691
高槻市柱本四丁目２３
番１号

0726-77-0691 金属くず 選別、切断、圧縮

354 H18.7.3
株式会社 ニュー関西
紙業

茨木市豊原町４番１６号 072-643-5385
茨木市豊原町４番１６
号

072-643-5385 古紙 選別、圧縮、梱包

356 H18.7.27 有限会社 松原商店
大阪市住之江区柴谷２
丁目５番７８号

06-6685-3343
大阪市住之江区柴谷２
丁目５番７８号

06-6685-3343 金属くず
選別、被覆線剥離、圧
縮
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357 H18.7.26 有限会社 松川組
奈良県御所市大字三室
６３９番地の１

0745-62-3967
堺市美原区木材通一
丁目６８８番３２５、３２６
の一部

072-362-2221 木くず 破砕

359 H18.8.8 株式会社 西本
枚方市出屋敷西町１丁
目２５番１５号

072-847-0002 第一工場
枚方市出屋敷西町一
丁目２５番１５号

072-847-0002 古紙 選別、圧縮、梱包

359 H18.8.8 株式会社 西本
枚方市出屋敷西町１-２
５-１５

072-847-0002 第二工場
枚方市出屋敷西町二
丁目３５８番１

072-847-0002 古繊維 選別、圧縮

359 H18.8.8 株式会社 西本
枚方市出屋敷西町１-２
５-１５

072-847-0002 第二工場
枚方市出屋敷西町二
丁目３５８番１

072-847-0002 金属くず 選別、圧縮

359 H18.8.8 株式会社 西本
枚方市出屋敷西町１-２
５-１５

072-847-0002 第二工場
枚方市出屋敷西町二
丁目３５８番１

072-847-0002 空き瓶 選別

360 H18.9.4 有限会社 旭商事
東大阪市荒本西一丁目
４番３号

06-6788-6565
東大阪市荒本西一丁
目４番３号

06-6788-6565 金属くず 選別、破砕、切断

361 H18.11.1
株式会社 ＴＳＵＮＡＭ
Ｉ．

堺市堺区山本町一丁６
番３号

072-232-1481
堺市堺区山本町一丁６
番３号ほか４筆

072-232-1481 金属くず 磁選別、圧縮、切断

362 H18.12.11 有限会社 笠井商店
門真市四宮三丁目８番１
６号

072-884-0421
門真市北巣本町１番１
９号

072-884-3038 金属くず（銅）
選別、切断、被覆線剥
離

363 H19.2.21 有限会社 谷山紙料 摂津市鶴野二丁目７-１ 072-634-2423 摂津市鶴野二丁目７-１ 072-634-2423 古紙 選別、圧縮、梱包

365 H19.3.30 吹田紙料株式会社
吹田市川岸町１１番１７
号

06-6329-6901
吹田市川岸町１１番１７
号

06-6329-6901 古紙 選別、圧縮、梱包

365 H19.3.30 吹田紙料株式会社
吹田市川岸町１１番１７
号

06-6329-6901
吹田市川岸町１１番１７
号

06-6329-6901 金属くず(アルミ缶) 選別、圧縮

366 H19.5.8
丸竹コーポレーション株
式会社

泉南市樽井7丁目２１番
１３号

072-484-3333
丸竹コーポレーション
㈱

泉南市樽井七丁目
21番13号

072-484-3333 古繊維 裁断、反毛、圧縮

367 H19.5.30
株式会社 建設総合
サービス勢運

羽曳野市島泉三丁目４８
番地の１

072-953-6529 環境事業部
羽曳野市島泉三丁目４
８番１

072-953-6529 金属くず 切断・被覆線剥離

368 H19.6.5 株式会社  ワーク
堺市西区浜寺石津町西
一丁２番２８号

072-241-9500
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目７７
番地

072-269-3600 廃プラスチック類 圧縮・梱包

368 H19.6.5 株式会社  ワーク
堺市西区浜寺石津町西
一丁２番２８号

072-241-9500
高石リサイクルセン
ター

高石市高砂三丁目７７
番地

072-269-3600 古紙 圧縮・梱包

369 H19.6.19 有限会社 村上商店
大阪市都島区都島中通
一丁目２番２８号

06-6922-0752
大阪市都島区都島中
通一丁目２番２８号

06-6922-0752 古紙 選別、圧縮、梱包

370 H19.7.10 船津商事株式会社
大阪市住吉区東粉浜二
丁目５番１６号

06-6675-0525
大阪市住之江区平林
南一丁目３番８８号

06-6682-3323 金属くず 切断、被覆線剥離

372 H19.9.12 株式会社 モリサダ
東大阪市荒本西三丁目
６番２２号

06-6788-7033 本店
東大阪市荒本西三丁
目６番２２号

06-6788-7033 金属くず
選別・切断、被覆線剥
離・切断

372 H19.9.12 株式会社 モリサダ
東大阪市荒本西三丁目
６番２２号

06-6788-7033 集荷センター
東大阪市荒本西三丁
目６番３号

金属くず
選別・切断、被覆線剥
離・切断

374 H19.10.15 北本紙業株式会社
東大阪市池島町二丁目
２番１８号

北本紙業（株）
東大阪市池島町二丁
目２番１８号

古紙 圧縮・梱包

375 H19.10.29 中央流通株式会社
大阪市中央区備後町二
丁目１番８号

八尾紙料センター
八尾市楠根町五丁目５
９番地

0729-98-7717 古紙 圧縮、梱包

376 H19.12.10 株式会社 はまだ
和歌山県紀の川市中井
阪７４番地

0736-78-3939 大阪花みずきセンター 泉大津市寿町９０番２ 0725-31-3936 古紙 圧縮、梱包
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380 H19.12.12 有限会社 笠井金属
大阪市浪速区立葉二丁
目７番１８号

06-6567-4280
大阪市浪速区立葉二
丁目７番１８号

06-6567-4280 金属くず（銅） 切断、被覆線剥離

381 H19.12.18 株式会社 文本
大阪市浪速区日本橋東
二丁目９番２２号

06-6632-4063 津守営業所
大阪市西成区津守３丁
目２番２０号

06-6659-3250 古紙 選別、圧縮、梱包

381 H19.12.18 株式会社 文本
大阪市浪速区日本橋東
二丁目９番２２号

06-6632-4063 岸和田営業所
岸和田市西大路町１９
４番４

072-445-6443 古紙 選別、圧縮、梱包

382 H19.12.25 株式会社 植田建設
大東市大字龍間９９６番
地

072-869-0624
大東市大字龍間１０７５
番の一部

072-869-0624

木くず（防虫・防腐剤
の塗布がない柱材・角
材その他これらに類
するものに限る）

選別、破砕

383 H19.12.21
コガチ金属工業株式会
社

大阪市大正区小林西二
丁目２２番２号

06-6552-2015
大阪市大正区南恩加
島五丁目７番４１ほか８
筆

06-6552-2015 金属くず 被覆線剥離、切断

384 H20.1.18
関西チップ工業株式会
社

大阪市淀川区加島四丁
目１９番１５-１０９号

06-6685-3951
大阪市住之江区北加
賀屋三丁目1番５８号

06-6685-3951 木くず 選別、破砕

385 H20.1.18 関西商事株式会社
大阪市淀川区加島四丁
目１９番１５-１０９号

06-6685-3951
泉北郡忠岡町新浜二
丁目１１番４、１１番５

0724-36-2047 木くず 選別、破砕

387 H20.3.18 株式会社 タカハシ
大阪市城東区中浜二丁
目１１番１１号

06-6961-5463 石切工場
東大阪市中石切町６-２
-２

072-987-2260 空き瓶 破砕、選別

388 H20.3.26 株式会社大伸商店
富田林市桜井町二丁目
１５９０番地１

0721-25-3567
富田林市桜井町二丁
目１５９０番１ほか１１筆

0721-25-3567 金属くず 選別、切断

389 H20.4.15 山上運輸株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東５丁目１
４１４-１

072-331-3873 古紙 選別、圧縮、梱包

389 H20.4.15 山上運輸株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東５丁目１
４１４-１

072-331-3873 金属くず 磁選別、圧縮

389 H20.4.15 山上運輸株式会社
大阪市平野区平野西一
丁目１０番２１号

06-6702-1751 松原工場
松原市三宅東５丁目１
４１４-１

072-331-3873 空き瓶 選別

390 H20.6.18 株式会社 マルコー
岸和田市岡山町８１０番
地の３４

和泉営業所
和泉市若樫町１２番ほ
か２筆

0725-51-3576 金属くず 選別、切断、圧縮

391 H20.6.19
日本ノボパン工業株式
会社

堺市堺区築港南町４番
地

072-221-2125 堺工場
堺市堺区築港南町４番
１ほか３筆

072-221-2125 木くず 破砕

392 H20.7.16 株式会社細川商店
東大阪市今米二丁目９
番１６号

072-951-4525 今米工場
東大阪市今米二丁目９
番１６

072-963-9627 金属くず 選別、破砕、粉砕

392 H20.7.16 株式会社細川商店
東大阪市今米二丁目９
番１６号

072-951-4525 水走工場
東大阪市水走五丁目９
番１２

072-963-9627 金属くず 選別、破砕、粉砕

393 H20.10.8 株式会社 平成商会
大阪市大正区鶴町四丁
目１番５号

06-4394-6400
大阪市大正区鶴町四
丁目１番5の一部

06-4394-6400 金属くず 選別、切断

395 H20.10.22 堺資料株式会社
堺市堺区出島海岸通四
丁７番２９号

072-241-1727
堺市堺区出島海岸通
四丁７番２９号

072-241-1727 古紙 圧縮、梱包

396 H20.11.25 信利工業株式会社
堺市西区草部２００９番
地

072-233-8898 堺事業所 堺市西区草部２００９番 072-260-3688 金属くず 圧縮、剥離、切断

397 H20.11.25 株式会社 北摂商事 茨木市下井町１番１１号 072-643-7953
茨木市下井町１番１１
号

072-643-7953 金属くず 選別、圧縮、切断

398 H20.12.3
日本心身障害者更生
援護会

神戸市中央区楠町三丁
目１番２０号

06-6555-7257 さつき作業所
大阪市大正区鶴町一
丁目９番１９号

06-6555-7257 古紙 選別、圧縮、梱包
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398 H20.12.3
日本心身障害者更生
援護会

神戸市中央区楠町三丁
目１番２０号

06-6555-7257 さつき作業所
大阪市大正区鶴町一
丁目９番１９号

06-6555-7257 金属くず 選別、圧縮

398 H20.12.3
日本心身障害者更生
援護会

神戸市中央区楠町三丁
目１番２０号

06-6555-7257 さつき作業所
大阪市大正区鶴町一
丁目９番１９号

06-6555-7257 空き瓶 選別

399 H20.12.3 株式会社 藤川紙業
東京都荒川区西日暮里
二丁目３２番２０号

03-3807-9350 大阪支店
茨木市野々宮一丁目４
番１０号

072-636-0556 古紙 圧縮、梱包

400 H20.12.3
株式会社 リサイクル
センターエス･エイ・ジィ

東大阪市中石切町七丁
目４番５３号

072-988-4388
東大阪市中石切町七
丁目４番５３号

072-988-4388 金属くず 選別、圧縮

400 H20.12.3
株式会社 リサイクル
センターエス･エイ・ジィ

東大阪市中石切町七丁
目４番５３号

072-988-4388
東大阪市中石切町七
丁目４番５３号

072-988-4388 空き瓶 選別

400 H20.12.3
株式会社 リサイクル
センターエス･エイ・ジィ

東大阪市中石切町七丁
目４番５３号

072-988-4388
東大阪市中石切町七
丁目４番５３号

072-988-4388 廃プラスチック 選別、圧縮

401 H20.12.4 株式会社 尾崎商店
堺市北区南花田町２０番
地２

072-251-6669
堺市北区南花田町２０
番地２

072-251-6669 金属くず
選別、被覆線剥離、切
断

402 H21.1.19 眞田鋼業株式会社
大阪市住吉区万代六丁
目８番１号

06-6673-7156 堺営業所
堺市堺区老松町一丁３
５番４

072-241-6411 金属くず 磁選別、切断

405 H21.2.20 伊泉 秀男 伊泉商店
堺市堺区砂道町一丁１
番５

072-227-8085 金属くず 磁選別、圧縮

406 H21.3.13
株式会社 都市環境リ
サイクル

東大阪市水走五丁目８
番９号

072-962-5380
東大阪市水走五丁目８
番９号

072-962-5380 金属くず 選別、圧縮

406 H21.3.13
株式会社 都市環境リ
サイクル

東大阪市水走五丁目８
番９号

072-962-5380
東大阪市水走五丁目８
番９号

072-962-5380 ガラスくず 選別

408 H21.6.3 大和板紙株式会社 柏原市河原町５番３２号 0729-71-1445
柏原市河原町５番３２
号

0729-71-1445 古紙 圧縮・梱包

409 H21.6.16 松本 好雄
大阪市住吉区苅田３丁
目７番１号

06-6699-9683 松本金属
大阪市住吉区苅田３丁
目７番１号

06-6699-9683 金属くず 選別、圧縮

410 H21.6.9 みやび造園有限会社
貝塚市石才６１０番地の
６

072-447-4030
岸和田市流木町７２８
番

072-447-4030 金属くず 選別、圧縮

411 H21.6.25 株式会社 今西商店
大阪市北区長柄中三丁
目９番７号

06-6351-6589
摂津市鳥飼本町２丁目
８-２２

072-653-6589 金属くず 選別、圧縮

411 H21.6.25 株式会社 今西商店
大阪市北区長柄中三丁
目９番７号

06-6351-6589
摂津市鳥飼本町２丁目
８-２２

072-653-6589 古紙 選別、圧縮・梱包

412 H21.7.13 有限会社 古谷商店
東大阪市衣摺三丁目７
番６号

06-6727-1414
東大阪市衣摺３丁目７
番６号

06-6727-1414 金属くず 選別、剥離、切断

413 H21.8.25 株式会社 前田造園
枚方市養父丘一丁目２
番２６号

072-809-2210
株式会社前田造園
廃棄物処分施設

交野市青山二丁目２６
４７番１、２６４７番３、２
６４７番４

072-891-0898 木くず 破砕

414 H21.9.14 金本 昌成 文本商店
大阪市浪速区日本橋
東２丁目９番１９号

06-6631-4759 古紙 圧縮、梱包

415 H21.9.7
株式会社KI環境ソ
リューション

八尾市太田新町七丁目
１３８番地

072-949-0705
八尾市太田新町七丁
目１３７番、１３８番

072-949-0705 金属くず 選別・圧縮

416 H21.9.24 株式会社 大惠
大阪市港区波除三丁目
１２番６号

06-6582-1697 津守営業所
大阪市西成区津守３丁
目８番８０号

06-6651-1376 古紙 圧縮、梱包

416 H21.9.24 株式会社 大惠
大阪市港区波除三丁目
１２番６号

06-6582-1697 津守営業所
大阪市西成区津守３丁
目８番８０号

06-6651-1376 金属くず 選別、圧縮
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416 H21.9.24 株式会社 大惠
大阪市港区波除三丁目
１２番６号

06-6582-1697 津守営業所
大阪市西成区津守３丁
目８番８０号

06-6651-1376 空き瓶 選別

416 H21.9.24 株式会社 大惠
大阪市港区波除三丁目
１２番６号

06-6582-1697 津守営業所
大阪市西成区津守３丁
目８番８０号

06-6651-1376
廃プラスチック類（ペッ
トボトル）

破砕

419 H21.11.9 株式会社 英光産業
東大阪市菱江二丁目１５
番６号

072-961-9210
東大阪市菱江二丁目１
５番１号

072-961-9210 がれき類 破砕、篩い分け

420 H21.11.9 株式会社 庄田商店 守口市松月町７番６号 06-6992-4560 守口市松月町７番６号 06-6992-4560 金属くず 切断、被覆線剥離

421 H21.12.22 有限会社 熱田工業
高槻市辻子一丁目１８番
５号

072-675-3929
高槻市大字唐崎１２９１
－１

072-677-1556 古紙 圧縮、梱包

421 H21.12.22 有限会社 熱田工業
高槻市辻子一丁目１８番
５号

072-675-3929
高槻市大字唐崎１２９１
－１

072-677-1556 金属くず 選別、圧縮・切断

421 H21.12.22 有限会社 熱田工業
高槻市辻子一丁目１８番
５号

072-675-3929
高槻市大字唐崎１２９１
－１

072-677-1556 空き瓶 選別

421 H21.12.22 有限会社 熱田工業
高槻市辻子一丁目１８番
５号

072-675-3929
高槻市大字唐崎１２９１
－１

072-677-1556 古繊維 裁断

422 H22.1.25
株式会社 スズキケン
セツ

枚方市大字尊延寺４５８
０番地の７

072-858-8429
枚方市大字尊延寺８５
８番の一部

072-858-8429

がれき類、汚泥(無機
性の固化汚泥であっ
て建設用資材として再
利用できるものに限
る)

破砕

423 H22.2.17 有限会社 幸興業
大阪市住之江区柴谷二
丁目５番７８号

06-6682-4445
住之江リサイクルセン
ター

大阪市住之江区柴谷２
丁目５番７８号

06-6682-4445 がれき類、ガラスくず 破砕、粒度調整

424 H22.3.8 株式会社 カンソー
大阪市西成区梅南一丁
目７番３１号

06-6658-1537 津守エコセンター
大阪市西成区南津守５
丁目６番１７号

06-6651-6633
廃プラスチック類（廃
ペットボトル）

破砕

424 H22.3.8 株式会社 カンソー
大阪市西成区梅南一丁
目７番３１号

06-6658-1537 津守エコセンター
大阪市西成区南津守５
丁目６番１７号

06-6651-6633
廃プラスチック類（廃
プラスチックハンガー）

破砕

424 H22.3.8 株式会社 カンソー
大阪市西成区梅南一丁
目７番３１号

06-6658-1537 津守エコセンター
大阪市西成区南津守５
丁目６番１７号

06-6651-6633
廃プラスチック類（廃
発泡スチロール）

減容固化

424 H22.3.8 株式会社 カンソー
大阪市西成区梅南一丁
目７番３１号

06-6658-1537 津守エコセンター
大阪市西成区南津守５
丁目６番１７号

06-6651-6633
金属くず（アルミ缶、ス
チール缶）

選別・圧縮

426 H22.4.16 株式会社 オイック
堺市西区上野芝町六丁
１１番７号 ライオンズマ
ンション上野芝１０４号

072-243-0949
堺市南区和田２５６－
1、２７０

空き瓶 選別

426 H22.4.16 株式会社 オイック
堺市西区上野芝町六丁
１１番７号 ライオンズマ
ンション上野芝１０４号

072-243-0949
堺市南区和田２５６－
1、２７０

金属くず 選別、圧縮

426 H22.4.16 株式会社 オイック
堺市西区上野芝町六丁
１１番７号 ライオンズマ
ンション上野芝１０４号

072-243-0949
堺市南区和田２５６－
1、２７０

ペットボトル 選別、圧縮

427 H22.4.26 株式会社 エコ・オカダ
泉南市新家３９９８番地
の１

072-482-1281 本社事業場
泉南市新家３９９８番地
の１

072-482-1281 古紙 圧縮、梱包

427 H22.4.26 株式会社 エコ・オカダ
泉南市新家３９９８番地
の１

072-482-1281 泉佐野事業場
泉佐野市南中樫井６３
４番地の１７

072-490-2281 古紙 圧縮、梱包
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427 H22.4.26 株式会社 エコ・オカダ
泉南市新家３９９８番地
の１

072-482-1281 忠岡事業場
泉北郡忠岡町高月南１
丁目３番１１号

0725-22-1426 古紙 圧縮、梱包

428 H22.5.24
鳥飼阪神紙料有限会
社

摂津市鳥飼上三丁目１４
番４号

072-654-2735
摂津市鳥飼上３丁目１
４番４号

072-654-2735 古紙 圧縮、梱包

432 H22.6.7
アサヒコーポレーション
株式会社

大阪市港区弁天一丁目
２番１号ＯＲＣ２００オフィ
スタワー１６階

06-6573-3631
アサヒ北港資源化セ
ンター

大阪市此花区梅町二
丁目１番６０号

06-6468-5566
がれき類、ガラスくず、
鉱さい

破砕、粒度調整

433 H22.7.26 土師清掃株式会社
松原市立部一丁目１３２
番地

072-331-4457
リサイクル ＨＡＺＥ 産
廃部

松原市立部四丁目２８
７番１の一部、２８９番１
の一部

072-331-4457
廃プラスチック類（ペッ
トボトル）

選別、圧縮

433 H22.7.26 土師清掃株式会社
松原市立部一丁目１３２
番地

072-331-4457
リサイクル ＨＡＺＥ 産
廃部

松原市立部四丁目２８
７番１の一部、２８９番１
の一部

072-331-4457
金属くず(スチール缶、
アルミ缶)

選別、圧縮

433 H22.7.26 土師清掃株式会社
松原市立部一丁目１３２
番地

072-331-4457
リサイクル ＨＡＺＥ 産
廃部

松原市立部四丁目２８
７番１の一部、２８９番１
の一部

072-331-4457 空き瓶 選別

434 H22.12.13
株式会社 貝塚リサイ
クルセンター

貝塚市二色中町９番７ 072-431-0015 貝塚市二色中町９番７ 072-431-0015 古紙 圧縮、梱包

435 H22.9.7 株式会社 ウエダ
八尾市太田新町５丁目１
８０番地

072-966-4639
八尾リサイクルセン
ター

八尾市太田新町５丁目
１８０番、太田新町４丁
目１５４番２,１５５番２

072-920-2816 廃プラスチック類 減容固化

435 H22.9.7 株式会社 ウエダ
八尾市太田新町５丁目１
８０番地

072-966-4639
八尾リサイクルセン
ター

八尾市太田新町５丁目
１８０番、太田新町４丁
目１５４番２,１５５番２

072-920-2816
廃プラスチック類、紙く
ず、木くず

破砕、減容固化

436 H22.9.21 株式会社 総環
大阪市平野区瓜破南二
丁目４番４７号

06-6709-1100 平野工場
大阪市平野区瓜破南
二丁目４番４７号

06-6709-1100 がれき類 選別、破砕

437 H22.11.24 株式会社 オグラ
大阪市西淀川区中島二
丁目８番４号

06-6473-5230
大阪市西淀川区中島
二丁目８番４号

06-6473-5230 金属くず
切断・破砕、切断･被
覆線剥離

438 H22.12.21
安田金属興業株式会
社

和歌山県和歌山市梶取
１３番地の１

073-455-3111 貝塚工場
貝塚市橋本２０番地の
２

072-432-5552 金属くず 選別、圧縮、切断

438 H22.12.21
安田金属興業株式会
社

和歌山県和歌山市梶取
１３番地の１

073-455-3111 貝塚工場
貝塚市橋本２０番地の
２

072-432-5552 空き瓶 選別

438 H22.12.21
安田金属興業株式会
社

和歌山県和歌山市梶取
１３番地の１

073-455-3111 貝塚工場
貝塚市橋本２０番地の
２

072-432-5552
廃プラスチック類（ペッ
トボトル等）

選別、圧縮

439 H22.12.22 寄川 孝雄 寄川商店
大阪市大正区平尾３丁
目４番３号

06-6554-2002 金属くず 切断、被覆線剥離

440 H23.1.6 池田 德治 池田哲男商店
大阪市住之江区御崎
七丁目８番２６号

06-6685-2519 金属くず 切断、被覆線剥離

441 H23.1.6 有限会社 共和
豊中市穂積二丁目１５番
１７号

06-6862-3717
豊中市穂積二丁目１５
番１７号

06-6862-3717 金属くず 選別、切断

443 H23.3.25
堺土木工事業協同組
合

和泉市北田中町５０６番
地

0725-90-3456 和泉工場
和泉市北田中町５０６
番地

0725-90-3456 ガラスくず、がれき類 破砕

444 H23.4.6 株式会社大東鋼業所
東大阪市渋川町四丁目
５番１８号

06-6728-8585
東大阪市渋川町四丁
目５番１８号

06-6728-8585 金属くず 選別、圧縮・切断

445 H23.4.20 株式会社ラルス
摂津市鳥飼本町一丁目
８番２０号

072-653-8806
摂津市鳥飼本町一丁
目８番２０号

072-653-8806
ガラスくず（石膏ボード
に限る）

選別・破砕
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446 H23.6.16 株式会社アイコー
東大阪市渋川町二丁目
９番２７号

06-4307-0600
東大阪市渋川町二丁
目９番２７号

06-4307-0600 金属くず 選別、切断、圧縮

447 H23.7.21 株式会社エコワークス 貝塚市地藏堂３１２番地 0724-22-1668 鶴原リサイクル工場
泉佐野市鶴原３２０番
１、３１４番５

072-436-3018
ガラスくず（廃石膏
ボードまたは廃石膏
粉に限る。）

破砕・乾燥

448 H23.8.30
ファイバーシーディーエ
ム株式会社

堺市西区浜寺船尾町西
五丁５５８番地８

072-266-6555 りんくう工場
泉南市りんくう南浜４番
２

072-484-1001 古繊維 裁断

448 H23.8.30
ファイバーシーディーエ
ム株式会社

堺市西区浜寺船尾町西
五丁５５８番地８

072-266-6555 貝塚工場 貝塚市港６番 072-436-6000 古繊維 裁断

450 H23.8.24 山田衛生株式会社
大阪市西成区萩之茶屋
三丁目２番１０号

06-6641-3818 住之江工場
大阪市住之江区緑木
二丁目４番２０号

06-6686-9000 金属くず（空き缶） 選別、圧縮

450 H23.8.24 山田衛生株式会社
大阪市西成区萩之茶屋
三丁目２番１０号

06-6641-3818 住之江工場
大阪市住之江区緑木
二丁目４番２０号

06-6686-9000 空き瓶 選別、破砕

450 H23.8.24 山田衛生株式会社
大阪市西成区萩之茶屋
三丁目２番１０号

06-6641-3818 住之江工場
大阪市住之江区緑木
二丁目４番２０号

06-6686-9000 ペットボトル 破砕

451 H23.12.7 東晟有限会社 堺市西区山田１－１１１５ 072-274-6777
堺市西区山田１－１１１
５

072-274-6777 金属くず 被覆線剥離・切断

452 H24.1.11 三洋商事株式会社
東京都千代田区有楽町
一丁目12番１号

03-6808-2171
東大阪市菱江二丁目４
番１０号

072-961-6043 金属くず 破砕、選別

453 H24.2.9 株式会社天馬
東大阪市楠根二丁目２
番３４号

072-677-2005
リサイクルセンター豊
中

豊中市二葉町２丁目５
番３０号

06-4866-6825 古紙 圧縮梱包

455 H24.2.27 明豊興業株式会社
摂津市鳥飼上四丁目９
番２９号

072-653-3157
摂津市鳥飼上四丁目５
１番ほか６筆

072-653-3157 汚泥 造粒固化

456 H24.3.6 西海金属株式会社
大阪市淀川区加島四丁
目１３番９号

06-6301-3313
大阪市淀川区加島四
丁目１３番９号

06-6301-3313 金属くず 切断・被覆線剥離

457 H24.4.13 三大建設株式会社
大阪府高槻市萩之庄二
丁目6番12号

072-682-2310
高槻市大字原4863番
ほか3筆の一部

072-682-2310 がれき類 破砕

459 H24.6.18 株式会社川崎商店
堺市堺区砂道町1丁13
番13号

072-233-0360
堺市堺区砂道町1丁13
番13号

072-233-0360 金属くず 圧縮

459 H24.6.18 株式会社川崎商店
堺市堺区砂道町1丁13
番13号

072-233-0360
堺市堺区砂道町1丁13
番13号

072-233-0360 古紙 圧縮・梱包

460 H24.7.31 木下工業株式会社
大阪市中央区北新町3
番4号

06-6946-0078
堺市東区石原町一丁
131番2ほか11筆

072-252-3063
がれき類（アスファルト
廃材）

加熱解砕

461 H24.8.27 JP資源株式会社
東京都中央区勝どき三
丁目１２番１号フォアフロ
ントタワー

03-3279-3387
関西事業部 南港事
業所

大阪市住之江区南港
南3-7-23

06-4703-4155 古紙 圧縮梱包

462 H24.9.21 マツダ株式会社
神戸市東灘区住吉浜町
17番地の8

078-851-2213 交野工場
交野市星田北四丁目
37番1号

072-893-6666 古紙 圧縮梱包

462 H24.9.21 マツダ株式会社
神戸市東灘区住吉浜町
17番地の8

078-851-2213 大阪南港工場
大阪市住之江区泉二
丁目1番92号

06-6681-5125 古紙 圧縮梱包

463 H24.11.2 合同衛生株式会社
大阪市浪速区恵美須西
三丁目１６番４１号

06-6641-8960
リサイクルセンター コ
ンビ

大阪市西成区北津守３
丁目１１番２１号

06-6563-3633
金属くず（スチール
缶、アルミ缶）

選別・圧縮

463 H24.11.2 合同衛生株式会社
大阪市浪速区恵美須西
三丁目１６番４１号

06-6641-8960
リサイクルセンター コ
ンビ

大阪市西成区北津守３
丁目１１番２１号

06-6563-3633 空き瓶 選別
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463 H24.11.2 合同衛生株式会社
大阪市浪速区恵美須西
三丁目１６番４１号

06-6641-8960
リサイクルセンター コ
ンビ

大阪市西成区北津守３
丁目１１番２１号

06-6563-3633
廃プラスチック類（ペッ
トボトル、発泡スチ
ロール）

破砕、減容固化

464 H24.10.25 福源商事株式会社 岸和田市内畑町２０４８ 072-489-3631 岸和田市内畑町２０４８ 072-489-3631 金属くず 選別、圧縮・切断

465 H24.11.22 有限会社十洋
大阪市平野区加美北五
丁目３番４５号

06-6793-1255
大阪市平野区加美北
五丁目３番４５号

06-6793-1255 金属くず 圧縮・切断

466 H24.12.4 愛媛パルプ協同組合
愛媛県四国中央市川之
江町415番地1

0896-58-5286 大阪事業所
大阪市住之江区平林
南一丁目3番82号

06-6115-6680 古紙 圧縮・梱包

468 H24.11.21
株式会社シプレコーポ
レーション

大阪市西淀川区御幣島
6丁目13-59

06-6475-2938
大阪市西淀川区御幣
島6丁目13-59

06-6475-2938
廃プラスチック類、紙く
ず、木くず、繊維くず、
ゴムくず

減容固化

468 H24.11.21
株式会社シプレコーポ
レーション

大阪市西淀川区御幣島
6丁目13-59

06-6475-2938
大阪市西淀川区御幣
島6丁目13-59

06-6475-2938
金属くず(アルミ、ス
チール)
金属くず(銅)

選別・圧縮、切断・剥
離

469 H25.3.5 松崎商事株式会社
東京都板橋区中丸町４５
番８号

03-3974-5141 岸和田SR事業所
岸和田市木材町１０番
１、１０番４

072-433-9633 古紙 圧縮梱包

470 H25.1.8
明和製紙原料株式会
社

岡山市北区青江一丁目
２０番２６号

086-225-3946 けすぷろ
大阪市淀川区三国本
町一丁目１１番１３号

06-4807-7530 古紙 圧縮梱包

471 H25.3.5 株式会社 西尾商店
東大阪市長田東四丁目
３番３３号

06-6746-1073
東大阪市長田東四丁
目３番３３号

06-6746-1073 金属くず 選別、圧縮

472 H25.3.26 株式会社 髙村商店
大阪市福島区大開三丁
目３番１６号

06-6462-8492
大阪市此花区常吉二
丁目５番１７号

06-6462-8492
金属くず（細幅の長尺
物）

切断

473 H25.5.21 TOP資源株式会社
大阪市鶴見区今津北４
丁目１２番８号

06-6969-6919 本社
大阪市鶴見区今津北４
丁目１２番８号

06-6969-6919 古紙 圧縮梱包

473 H25.5.21 TOP資源株式会社
大阪市鶴見区今津北４
丁目１２番８号

06-6969-6919 生野工場
大阪市生野区桃谷２丁
目１９番５号

06-6716-0051 古紙 圧縮梱包

473 H25.5.21 TOP資源株式会社
大阪市鶴見区今津北４
丁目１２番８号

06-6969-6919 八尾工場
八尾市弓削町南２丁目
１４１番１５号

072-940-7777 古紙 圧縮梱包

473 H25.5.21 TOP資源株式会社
大阪市鶴見区今津北４
丁目１２番８号

06-6969-6919 門真工場
門真市岸和田四丁目１
番１０号

072-881-8901 古紙 圧縮梱包

474 H25.6.19 安正金属株式会社
大阪市西淀川区中島二
丁目1番17号

06-6475-4649 安正金属株式会社
大阪市西淀川区中島
二丁目1番17号

06-6475-4649 金属くず 圧縮切断

475 H25.8.21 株式会社日南
富田林市中野町東一丁
目２番２号

株式会社日南
富田林市中野町東一
丁目２番２号

古紙 圧縮梱包

476 H25.9.26 株式会社旭宝
岸和田市新港町５番地
の３

株式会社旭宝 岸和田市新港町５番３ 古紙 圧縮梱包

477 H25.9.25 橋本金属有限会社 貝塚市小瀬９３番地の１ 橋本金属有限会社
貝塚市小瀬９２番１、９
３番１

古紙 圧縮梱包

478 H25.10.29
株式会社田中浚渫工
業

八尾市南木の本五丁目
４９番地

072-998-4131
株式会社田中浚渫工
業 バイオパワー

大阪市西淀川区大野
三丁目７番１４４号

06-6478-3330 木くず 破砕

478 H25.10.29
株式会社田中浚渫工
業

八尾市南木の本五丁目
４９番地

072-998-4131
株式会社田中浚渫
マッドパワー

大阪市西大正区鶴町
五丁目６番９号

06-6553-3150 汚泥

（流動化又は脱水によ
る再生砂及び流動化
モルタル化、
脱水又は固化による
改良土化）



登録
番号
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479 H25.10.22 株式会社林商店
大阪市平野区平野南３
丁江目１番２６号

06-6708-3222 株式会社林商店
大阪市平野区平野南３
丁江目１番２６号

06-6708-3222 金属くず 圧縮切断

480 H26.4.30 株式会社エムテック
大阪市平野区瓜破南一
丁目４番５３号

06-6701-7077
株式会社エムテック
RPF松原工場

松原市三宅中７丁目１
２３９番

06-6701-7077
廃プラスチック類、紙く
ず、木くず、繊維くず

減容固化

481 H26.3.11 山中 將年 サンテック
東大阪市荒本西４丁目
４－７

金属くず 選別・粉砕

482 H26.3.3 株式会社フジタ
高石市西取石七丁目１４
番３８号

高砂工場
高石市高砂三丁目３６
番地２

金属くず 破砕

482 H26.3.3 株式会社フジタ
高石市西取石七丁目１４
番３８号

高砂工場
高石市高砂三丁目３６
番地２

廃プラスチック類 破砕

483 H26.5.19 北大阪清掃株式会社
大阪市都島区内代町二
丁目７番３８号

06-6952-0355
鳥飼八町サーマルリ
サイクルセンター

摂津市鳥飼八町二丁
目１０番１１号

072-654-1003

汚泥（製紙汚泥に限
る。）、廃プラスチック
類、紙くず、木くず、繊
維くず、ゴムくず、動植
物性残さ（植物性残さ
に限る。）

減容固化

484 H26.5.15 大東衛生株式会社
大阪市東成区大今里西
一丁目１９番３８号

06-6971-7339 大東衛生㈱EAST-D
東大阪市水走４丁目９
番８号

072-966-8660 廃プラスチック 破砕、減容固化

486 H26.12.26 山口 勝哉 山口商店
寝屋川市小路南町２０
番２３号

072-380-6661 金属くず 選別、切断、圧縮

487 H27.2.27
株式会社堺リサイクル
センター

堺市堺区大浜西町6番
地

072-221-8567
株式会社堺リサイク
ルセンター

堺市堺区大浜西町6番
地

072-221-8567 金属くず 選別、切断、圧縮

488 H27.3.30 有限会社 蔦井商店
大阪市中央区高津三丁
目２番１５－１２０２号

06-6636-6780 有限会社 蔦井商店
大阪市浪速区木津川２
丁目２番１号

06-6648-8808 空き瓶 選別

489 H27.5.11
リサイクル処理株式会
社

大阪府堺市堺区戎島町
１丁９番地

072-232-4200
リサイクル処理株式
会社

和泉市上代町1246-1 0725-46-4480 金属くず、空き瓶 圧縮、選別

490 H27.6.9
ジャパンクリーンシステ
ム株式会社

堺市南区高尾一丁６０５
番地３

072-272-5533
ジャパンクリーンシス
テム株式会社

堺市南区高尾三丁３２
７０

072-272-5533

金属くず、廃プラス
チック類、紙くず、木く
ず、繊維くず、ガラスく
ず

選別・破砕

491 H27.7.16 株式会社 スカット
堺市北区東浅香山町二
丁２３１番地２

072-240-3175 大正リサイクル工場
大阪市大正区鶴町一
丁目１１番１３号

06-4395-5177 古紙 圧縮梱包

491 H27.7.16 株式会社 スカット
堺市北区東浅香山町二
丁２３１番地２

072-240-3175 大正リサイクル工場
大阪市大正区鶴町一
丁目１１番１３号

06-4395-5177 金属くず 選別･圧縮

491 H27.7.16 株式会社 スカット
堺市北区東浅香山町二
丁２３１番地２

072-240-3175 大正リサイクル工場
大阪市大正区鶴町一
丁目１１番１３号

06-4395-5177 空き瓶 選別

491 H27.7.16 株式会社 スカット
堺市北区東浅香山町二
丁２３１番地２

072-240-3175 大正リサイクル工場
大阪市大正区鶴町一
丁目１１番１３号

06-4395-5177 廃プラスチック類 破砕

492 H27.8.11 株式会社 山口商店
大阪市淀川区西中島六
丁目３番３０号

06-6301-2985 株式会社 山口商店
大阪市淀川区西中島
六丁目３番３０号

06-6301-2985 金属くず 選別・切断

494 H27.9.11 田中資材株式会社
摂津市鳥飼本町二丁目
４番５４号

072-654-2288 田中資材株式会社
摂津市鳥飼本町二丁
目１６６番、１８３番の一
部

072-654-6125 ガラスくず、がれき類 破砕、粒度調整

495 H28.6.24 株式会社 永田商店
大阪市北津守四丁目５
番５０号

06-6568-5214 株式会社 永田商店
大阪市北津守四丁目５
番５０号

06-6568-5214 金属くず 剥離、切断
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496 H28.7.12 大阪鋼業株式会社
大阪市港区海岸通三丁
目７番１号

06-6571-3021 大阪鋼業株式会社
大阪市港区海岸通三
丁目７番１号

06-6571-3021 金属くず 切断、選別

497 H29.3.16 金村 泰宏
泉南市男里５丁目１７番
５号

072-483-4367 金村商会
泉南市男里７丁目２７
番２５号

072-483-4367 古紙 圧縮・梱包

498 H29.10.12 イチイ産業株式会社
兵庫県伊丹市岩屋一丁
目

072-782-0544
イチイ産業株式会社
茨木営業所

茨木市高浜町３番２８
号

072-637-1130 金属くず 切断、選別

499 H30.3.6
株式会社サンコークリ
エイト

堺市中区大野芝町２１６
-３

072-230-7422
株式会社サンコークリ
エイト羽曳野事業所

羽曳野市埴生野1092 072-937-6855 古紙 圧縮・梱包

499 H30.3.6
株式会社サンコークリ
エイト

堺市中区大野芝町２１６
-３

072-230-7422
株式会社サンコークリ
エイト本社工場

堺市中区大野芝町２２
０番地１

072-230-7422 古紙 圧縮・梱包

500 H30.5.24 旭宝資源株式会社
大阪府摂津市鳥飼本町
三丁目５番１３号

072-654-1861
旭宝資源株式会社
本社

大阪府摂津市鳥飼本
町三丁目５番１３号

072-654-1861 古紙 選別、圧縮・梱包

500 H30.5.24 旭宝資源株式会社
大阪府摂津市鳥飼本町
三丁目５番１３号

072-654-1861
旭宝資源株式会社
泉佐野営業所

大阪府泉佐野市上瓦
屋３５９－1

072-463-6677 古紙 選別、圧縮・梱包

501 H30.10.22 小倉商事株式会社
大阪市西淀川区大和田
一丁目２番７号

06-6472-4561
小倉商事株式会社
中島第一工場

大阪市西淀川区中島
二丁目８番４号

06-6473-5230 金属くず 選別、切断・圧縮

502 H31.1.8 辰巳環境開発株式会社
大阪府門真市江端町21
番3号

06-6780-4153
辰巳環境開発株式会
社

守口市東郷通1丁目19
番

06-6780-4153
廃プラスチック類（廃
発泡スチロール）

減容固化


