
優良認定業者一覧

No. 事業者名 代表者名 所在地 許可の種類 許可番号
認定年月日
（初回）

許可の有効期間
公開情報が閲覧できるホームページ

アドレス
事業者ホームページアドレス

1
株式会社アイザック・トランス
ポート

代表取締役 笹倉勲夫
富山県富山市米田町一
丁目１番９号

収集運搬業 第02700000485号 平成25年6月10日 平成29年11月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00337

http://izak-transport.co.jp/

2
株式会社アイザック・トランス
ポート

代表取締役 笹倉勲夫
富山県富山市米田町一
丁目１番９号

収集運搬業
（特管）

第02750000485号 平成25年6月10日 平成32年6月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00337

http://izak-transport.co.jp/

3 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番９号

収集運搬業 第02700005522号
平成28年3月29日（平

成23年5月25日）
平成35年5月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04233

http://www.idex-group.com/

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番９号

収集運搬業
（特管）

第02750005522号
平成27年5月19日（平

成23年5月25日）
平成34年6月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04233

http://www.idex-group.com/

5 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番９号

処分業 第02720005522号
平成28年10月11日
（平成23年5月25日）

平成35年9月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04233

http://www.idex-group.com/

6 株式会社アイランド 代表取締役 山村好美
滋賀県湖南市石部北五
丁目７番７号

収集運搬業 第02700000617号
平成28年11月18日
（平成25年4月9日）

平成35年10月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00438

http://www.e-ailand.co.jp/

7 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２２
６番地

収集運搬業 第02700135471号 平成29年5月30日 平成36年7月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=464269

http://www.akaikogyo.com/

8 有限会社明石環境開発 代表取締役 川木智史
兵庫県明石市大久保町
八木６０６番地の２

収集運搬業 第02700021570号 平成28年12月27日 平成35年12月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=574675

http://www.akashi-kankyou.jp/

9 有限会社明石環境開発 代表取締役 川木智史
兵庫県明石市大久保町
八木６０６番地の２

収集運搬業
（特管）

第02750021570号 平成28年12月27日 平成35年12月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=574675

http://www.akashi-kankyou.jp/

10 朝日金属株式会社 代表取締役 桑原由行
愛知県名古屋市北区六
が池町５５５番地

収集運搬業 第02700017848号 平成28年8月10日 平成35年9月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=14068

http://www.asahi-metal.com/

11 アサヒプリテック株式会社 代表取締役 東浦知哉
神戸市東灘区魚崎浜町
21番地

収集運搬業 第02700000503号
平成28年6月2日（平
成23年7月12日）

平成35年6月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60025

http://www.asahipretec.com/

12 アサヒプリテック株式会社 代表取締役 東浦知哉
神戸市東灘区魚崎浜町
21番地

収集運搬業
（特管）

第02750000503号
平成27年7月8日（平
成23年7月12日）

平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60025

http://www.asahipretec.com/

13 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５０

収集運搬業 第02700003281号
平成28年3月18日（平
成24年11月16日）

平成35年4月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60203

14 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５０

収集運搬業
（特管）

第02750003281号
平成27年4月21日（平
成24年11月16日）

平成34年5月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60203

15 アミタ株式会社 代表取締役 佐藤博之
東京都千代田区九段北
三丁目２番４号

収集運搬業 第02700000689号
平成26年11月13日
（平成23年8月25日）

平成33年10月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60035

http://www.amita-net.co.jp/

16 株式会社アルクス 代表取締役 長坂亮
愛知県岡崎市矢作町字
猫田１０番地１

収集運搬業 第02700045248号 平成25年11月27日 平成32年12月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=742668

http://www.e-arcs.co.jp/

17 株式会社イージーエス 代表取締役 村上正一
愛媛県新居浜市新田町
三丁目１番３９号

収集運搬業 第02700003515号
平成25年12月16日
（平成23年9月5日）

平成32年12月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60219

http://egs21.co.jp/

18 株式会社イージーエス 代表取締役 村上正一
愛媛県新居浜市新田町
三丁目１番４０号

収集運搬業
（特管）

第02750003515号
平成25年12月16日
（平成23年9月5日）

平成32年12月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60219

http://egs21.co.jp/
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19 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５１９番地１

収集運搬業 第02700029472号
平成28年7月13日（平

成24年7月6日）
平成35年8月18日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=26176

http://www.ea21.jp/list/pdfn/000815
9.pdf

20 イコールゼロ株式会社 代表取締役 林宏道
長野県長野市大字大豆
島４０２０番地３

収集運搬業 第02700000364号 平成23年8月8日 平成30年2月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00247

http://www.equal-zero.com/

21 イコールゼロ株式会社 代表取締役 林宏道
長野県長野市大字大豆
島４０２０番地３

収集運搬業
（特管）

第02750000364号 平成23年8月8日 平成30年2月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00247

http://www.equal-zero.com/

22 株式会社イマナガ 代表取締役 今永進二
福岡県北九州市門司区
新門司三丁目３８番２号

収集運搬業 第02700000662号 平成29年4月3日 平成36年4月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00473

http://www.imanaga-r.co.jp/

23 株式会社ウエスギ 代表取締役 上杉圭司
三重県四日市市天カ須
賀新町１番地の３２

収集運搬業 第02700000296号 平成24年12月13日 平成31年12月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00204

http://www.uesugi-p.co.jp/

24 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９
９６番地

収集運搬業 第02710037996号 平成23年11月17日 平成30年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=31274

http://www.uedakensetu.co.jp/

25 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９
９６番地

収集運搬業
（特管）

第02750037996号 平成23年11月17日 平成30年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=31274

http://www.uedakensetu.co.jp/

26 宇陀環境開発株式会社 代表取締役 尾田肇睦
奈良県宇陀市榛原長峯７
１８番地

収集運搬業 第02700032218号 平成24年12月26日 平成29年8月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85181

27 エコシステムジャパン株式会社 代表取締役 石川統一
東京都千代田区外神田
四丁目１４番１号

収集運搬業 第02700002613号 平成27年12月3日 平成35年2月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01949

http://www.ecosystem-
japan.jp/about/permission

28 エコシステムジャパン株式会社 代表取締役 石川統一
東京都千代田区外神田
四丁目１４番１号

収集運搬業
（特管）

第02750002613号 平成25年7月3日 平成32年6月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01949

http://www.ecosystem-
japan.jp/about/permission

29 株式会社エコ・フード 代表取締役 熱田唯史
千葉県匝瑳市川辺２０８
番地１

収集運搬業 第02700073432号 平成28年2月12日 平成35年2月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85132

http://www.ecofood.co.jp/

30 有限会社エコ・マテリアル 代表取締役 山口勉
兵庫県姫路市飾磨区今
在家１１１３番５

収集運搬業 第02700081510号 平成24年10月2日 平成31年10月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=971241

http://www.eco-material.com/

31 エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社 代表取締役 伊藤祐介
三重県いなべ市北勢町
瀬木松之下６３３番地

収集運搬業 第02700069799号 平成23年8月8日 平成29年8月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=74320

http://www.snk-techno.co.jp/

32 エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社 代表取締役 伊藤祐介
三重県いなべ市北勢町
瀬木松之下６３３番地

収集運搬業
（特管）

第02750069799号 平成23年8月8日 平成29年8月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=74320

http://www.snk-techno.co.jp/

33 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号

収集運搬業 第02700004374号 平成24年3月26日 平成33年5月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=65174

http://www.esc-mitsukawa.co.jp/

34 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号

収集運搬業
（特管）

第02750004374号
平成27年5月29日（平

成24年3月26日）
平成34年6月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=65174

http://www.esc-mitsukawa.co.jp/

35 エバークリーン株式会社 代表取締役 加藤栄作
東京都千代田区丸の内
二丁目３番２号郵船ビル
２Ｆ

収集運搬業 第02700017929号 平成25年7月25日 平成32年8月31日

36 エバークリーン株式会社 代表取締役 加藤栄作
東京都千代田区丸の内
二丁目３番２号郵船ビル
２Ｆ

収集運搬業
（特管）

第02750017929号 平成25年7月25日 平成32年8月31日
所定の情報の公表を行っていないため、次回の許可更新時には
優良認定を受けることができません。

所定の情報の公表を行っていないため、次回の許可更新時には
優良認定を受けることができません。
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37 有限会社エビオ 代表取締役 仁保めぐみ
兵庫県尼崎市東難波町
二丁目１番１３号

収集運搬業 第02700013993号 平成26年8月29日 平成33年8月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=10889

http://www.a-b-o.co.jp/

38 株式会社エフアンドケイ 代表取締役 西畑圭策
京都市伏見区横大路下
三栖宮ノ後８０番地

収集運搬業 第02700002658号
平成25年3月29日（平

成29年5月9日）
平成36年4月13日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=194847

http://www.f-and-
k.com/info_data.php

39 株式会社エフアンドケイ 代表取締役 西畑圭策
京都市伏見区横大路下
三栖宮ノ後８０番地

収集運搬業
（特管）

第02750002658号
平成25年3月29日（平

成29年5月9日）
平成36年5月31日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=194847

http://www.f-and-
k.com/info_data.php

40 株式会社エンタープライズ山要 代表取締役 山口玉緒
大阪府寝屋川市打上新
町１５番４号

収集運搬業 第02710013374号
平成28年2月12日（平

成25年1月25日）
平成35年2月24日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=405963

http://www.neyagawakogyou.com/

41 株式会社エンタープライズ山要 代表取締役 山口玉緒
大阪府寝屋川市打上新
町１５番４号

収集運搬業
（特管）

第02750013374号 平成29年4月7日 平成36年5月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=405963

http://www.neyagawakogyou.com/

42 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１
０６番地１

収集運搬業 第02700001865号 平成23年9月20日 平成30年8月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01390

http://www.om1981.co.jp/

43 大阪廃棄物処理株式会社 代表取締役 北口一
大阪市住之江区平林南
一丁目４番５２号

収集運搬業 第02700000558号
平成27年9月25日（平

成25年3月29日）
平成34年10月20日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=500021

http://www.osaka-
haikibutsusyori.co.jp/public_data/inde
x.html

44 大阪廃棄物処理株式会社 代表取締役 北口一
大阪市住之江区平林南
一丁目４番５２号

収集運搬業
（特管）

第02750000558号
平成27年9月25日（平

成25年3月29日）
平成34年10月20日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=500021

http://www.osaka-
haikibutsusyori.co.jp/public_data/inde
x.html

45 大阪ベントナイト事業協同組合 代表理事 浜野廣美
大阪市住之江区平林南
二丁目８番37号

収集運搬業 第02700004668号 平成24年3月7日 平成31年4月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60303

http://www.daiko-
group.com/bentonite/

46 株式会社オガワエコノス 代表取締役 小川勲
広島県府中市高木町５０
２番地の１０

収集運搬業 第02700005189号 平成25年4月9日 平成32年2月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03961

http://www.o-econos.com/

47 株式会社小野商店 代表取締役 小野浩志
大阪府吹田市岸部南二
丁目１番５号岡宮ビル１
階

収集運搬業 第02700003037号
平成28年5月27日（平

成23年5月26日）
平成35年5月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02260

http://www.ono-sanpai.co.jp/

48 株式会社小野商店 代表取締役 小野浩志
大阪府吹田市岸部南二
丁目１番５号岡宮ビル１
階

収集運搬業
（特管）

第02750003037号
平成27年5月26日（平

成23年5月26日）
平成34年5月11日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02260

http://www.ono-sanpai.co.jp/

49 河津産業有限会社 代表取締役 河津浩一
福岡県田川郡香春町大
字中津原１９７４番地の２

収集運搬業 第02700012641号 平成28年11月17日 平成35年11月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=09800

http://www.kwz-jp.com/

50 河津産業有限会社 代表取締役 河津浩一
福岡県田川郡香春町大
字中津原１９７４番地の２

収集運搬業
（特管）

第02750012641号 平成28年11月17日 平成35年11月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=09800

http://www.kwz-jp.com/

51 環境開発株式会社 代表取締役 髙山盛司
石川県金沢市大桑町上
猫下４番地７

収集運搬業 第02700005698号 平成28年5月10日 平成35年5月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04374

http://www.kankyo-kaihatsu.co.jp/

52 環境開発株式会社 代表取締役 髙山盛司
石川県金沢市大桑町上
猫下４番地７

収集運搬業
（特管）

第02750005698号 平成28年5月10日 平成35年5月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04374

http://www.kankyo-kaihatsu.co.jp/

53 株式会社環境クリーンサービス 代表取締役 大島たみ恵
和歌山県和歌山市府中３
５５番地の６

収集運搬業
（特管）

第02750069401号 平成29年5月2日 平成36年5月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=760051

http://www.heiseikennki.jp/Kankyo/k
ankyo-index.html

54 関西商事株式会社 代表取締役 船越登
大阪市淀川区加島四丁
目１９番１５－１０９号

収集運搬業 第02700047935号 平成24年4月26日 平成31年5月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=505675

http://www.kansai-chip.co.jp/

(3/15)

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.a-b-o.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.f-and
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.f-and
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.neyagawakogyou.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.neyagawakogyou.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.om1981.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.osaka
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.osaka
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daiko
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
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http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.ono-sanpai.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.ono-sanpai.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.kwz-jp.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.kwz-jp.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.kankyo-kaihatsu.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.kankyo-kaihatsu.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.heiseikennki.jp/Kankyo/k
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.kansai-chip.co.jp/
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55 関西商事株式会社 代表取締役 船越登
大阪市淀川区加島四丁
目１９番１５－１０９号

処分業 第02720047935号 平成24年4月26日 平成31年5月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=505675

http://www.kansai-chip.co.jp/

56 関西チップ工業株式会社 代表取締役 船越登
大阪市淀川区加島四丁
目１９番１５－１０９号

収集運搬業 第02700049333号 平成24年3月13日 平成31年3月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=20332

http://www.kansai-chip.co.jp/

57 株式会社カンポ 代表取締役 横山秀昭
京都市伏見区羽束師古
川町２３３番地

収集運搬業 第02700004656号
平成28年4月8日（平
成25年6月27日）

平成35年4月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03543

http://www.campo.co.jp/

58 株式会社カンポ 代表取締役 横山秀昭
京都市伏見区羽束師古
川町２３３番地

収集運搬業
（特管）

第02750004656号 平成28年10月11日 平成35年11月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03543

http://www.campo.co.jp/

59 北大阪清掃株式会社 代表取締役 岩元雅清
大阪市都島区内代町二
丁目７番３８号

収集運搬業 第02700004060号 平成24年6月7日 平成31年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03072

http://www.kitaosakaseiso.com/

60 北大阪清掃株式会社 代表取締役 岩元雅清
大阪市都島区内代町二
丁目７番３８号

処分業 第02720004060号 平成24年6月7日 平成31年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03072

http://www.kitaosakaseiso.com/

61 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

収集運搬業 第02700039946号 平成25年10月16日 平成32年9月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=32938

http://www.kansei.co.jp/

62 木村工業株式会社 代表取締役 木村鐘一
兵庫県明石市大久保町
ゆりのき通一丁目５番地
の１７

収集運搬業
（特管）

第02750022071号 平成28年8月31日 平成35年8月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=17700

http://www.kimura-group.jp/

63 株式会社京都環境保全公社 代表取締役 檀野恭介
京都市伏見区横大路千
両松町１２７番地

収集運搬業
（特管）

第02750005708号 平成23年5月26日 平成30年2月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85200

http://www.kyoto-kankyo.net/

64 喜楽鉱業株式会社 代表取締役 小宮山雅弘
滋賀県湖南市石部口二
丁目7番33号

収集運搬業 第02710004194号 平成23年8月4日 平成33年2月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60271

http://www.kiraku-k.com/

65 喜楽鉱業株式会社 代表取締役 小宮山雅弘
滋賀県湖南市石部口二
丁目7番33号

収集運搬業
（特管）

第02760004194号
平成27年10月8日（平

成23年8月4日）
平成34年8月8日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60271

http://www.kiraku-k.com/

66 近畿環境保全株式会社 代表取締役 西村忠浩
滋賀県草津市青地町字
六反田１９６番地

収集運搬業
（特管）

第02750004079号 平成28年6月29日 平成35年8月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04502

http://www.kin-kan.co.jp/

67 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番地の１

収集運搬業 第02700001719号 平成23年5月25日 平成30年5月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01274

http://www.kuninaka-e-d.co.jp/

68 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番地の１

収集運搬業
（特管）

第02750001719号
平成27年5月19日（平

成23年5月25日）
平成34年6月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01274

http://www.kuninaka-e-d.co.jp/

69 久保クリーン興産株式会社 代表取締役 久保建夫
兵庫県尼崎市末広町一
丁目３番地の１８

収集運搬業 第02700005526号 平成23年6月3日 平成30年6月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04237

http://www.kubo-clean-kosan.jp/

70 株式会社クボクリーンサービス 代表取締役 窪宏征
奈良県北葛城郡王寺町
葛下四丁目１９８番地の２

収集運搬業 第02700037970号 平成23年7月5日 平成30年5月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=31251

http://www.kubo-c-s.com/

71 株式会社クリ－ンクニナカ 代表取締役 坂本庄藏
大阪府松原市三宅中七
丁目３番２８号

収集運搬業 第02700001918号 平成24年3月1日 平成31年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=604634

http://www.clean-kuninaka.com/

72 株式会社クリ－ンクニナカ 代表取締役 坂本庄藏
大阪府松原市三宅中七
丁目３番２８号

収集運搬業
（特管）

第02750001918号
平成27年9月17日（平

成24年3月1日）
平成34年10月24日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=604634

http://www.clean-kuninaka.com/

(4/15)

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.kansai-chip.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.kansai-chip.co.jp/
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http://www.kitaosakaseiso.com/
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http://www.kitaosakaseiso.com/
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73 株式会社クリ－ンクニナカ 代表取締役 坂本庄藏
大阪府松原市三宅中七
丁目３番２８号

処分業 第02720001918号 平成24年3月1日 平成31年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=604634

http://www.clean-kuninaka.com/

74 有限会社クリーン湯ノ内 代表取締役 川本満博
兵庫県赤穂市朝日町５番
地の２０

収集運搬業 第02700003032号 平成23年11月15日 平成29年9月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00490

75 有限会社クリーン湯ノ内 代表取締役 川本満博
兵庫県赤穂市朝日町５番
地の２０

収集運搬業
（特管）

第02750003032号
平成27年6月1日（平
成23年11月15日）

平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00490

76 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６３
４１番地

収集運搬業 第02700005138号
平成28年9月7日（平

成24年5月8日）
平成35年9月20日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=391121

http://www.clean-earth.co.jp/

77 株式会社クリーンステージ 代表取締役 上山博司
大阪府和泉市テクノス
テージ二丁目３番３０号

処分業 第02720114420号
平成28年10月26日
（平成25年6月21日）

平成35年10月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=388063

http://www.clean-stage.co.jp/

78 株式会社クリーンステージ 代表取締役 上山博司
大阪府和泉市テクノス
テージ二丁目３番３０号

処分業（特
管）

第02770114420号
平成28年10月26日
（平成25年6月21日）

平成35年10月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=388063

http://www.clean-stage.co.jp/

79 株式会社クレハ環境 代表取締役 名武克泰
福島県いわき市錦町四
反田３０番地

収集運搬業 第02700004159号 平成28年1月26日 平成35年1月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60268

http://www.kurekan.co.jp/

80 株式会社クレハ環境 代表取締役 名武克泰
福島県いわき市錦町四
反田３０番地

収集運搬業
（特管）

第02750004159号 平成28年1月26日 平成35年1月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60268

http://www.kurekan.co.jp/

81 株式会社グローバルグリーン 代表取締役 入江由香
兵庫県三田市中央町11
番7-2号

収集運搬業 第02700013090号 平成26年5月27日 平成33年6月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85146

http://www.globalgreen-union.co.jp/

82 株式会社グローバルグリーン 代表取締役 入江由香
兵庫県三田市中央町11
番7-2号

収集運搬業
（特管）

第02750013090号 平成28年9月14日 平成35年9月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85146

http://www.globalgreen-union.co.jp/

83 有限会社ケイ・サポート 代表取締役 木村圭介
名古屋市南区元塩町一
丁目３６番地の３

収集運搬業 第02700074049号 平成27年7月31日 平成34年8月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85066

http://www.k-support.jp/

84 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１
６４９番地の１

収集運搬業 第02700004657号 平成23年6月28日 平成33年9月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03544

http://www.kotoku-g.co.jp/

85 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１
６４９番地の１

収集運搬業
（特管）

第02750004657号
平成27年5月26日（平

成23年6月28日）
平成34年6月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03544

http://www.kotoku-g.co.jp/

86 興亜工業株式会社 代表取締役 中澤和夫
京都市右京区西院月双
町９９番地

収集運搬業 第02700019831号 平成27年7月21日 平成34年7月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=931314

http://www.kouakogyo.com/Business
Contents.html

87 興亜工業株式会社 代表取締役 中澤和夫
京都市右京区西院月双
町９９番地

収集運搬業
（特管）

第02750019831号 平成27年7月7日 平成34年7月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=931314

http://www.kouakogyo.com/Business
Contents.html

88 公協産業株式会社 代表取締役 小川大志
岡山市東区中尾１２６番
地４

収集運搬業 第02700002180号
平成28年11月2日
（平成25年10月1日）

平成35年12月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01625

http://www.kokyo.com/

89 公協産業株式会社 代表取締役 小川大志
岡山市東区中尾１２６番
地４

収集運搬業
（特管）

第02750002180号
平成28年11月2日（平

成25年10月1日）
平成36年1月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01625

http://www.kokyo.com/
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90 合同衛生株式会社 代表取締役 林博之
大阪市浪速区恵美須西
三丁目１６番４１号

収集運搬業 第02700021811号 平成24年5月8日 平成29年11月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=489918

http://www.godo-e.com/

91 株式会社興徳クリーナー 代表取締役 片渕昭人
大阪府岸和田市尾生町１
６４９番地の１

収集運搬業 第02700003317号
平成25年9月22日
（平成23年7月11日）

平成32年9月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02482

http://www.kotoku-g.co.jp/

92 株式会社興徳クリーナー 代表取締役 片渕昭人
大阪府岸和田市尾生町１
６４９番地の１

処分業 第02720003317号
平成25年10月3日
（平成23年6月11日）

平成32年9月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02482

http://www.kotoku-g.co.jp/

93 株式会社興徳クリーナー 代表取締役 片淵昭人
大阪府岸和田市尾生町
1649番地の1

処分業（特
管）

第02770003317号 平成26年8月7日 平成33年6月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02482

http://www.kotoku-g.co.jp/

94 株式会社神戸ポートリサイクル 代表取締役 出射邦彦
兵庫県神戸市中央区港
島九丁目１３番地

収集運搬業 第02700098859号 平成28年7月25日 平成35年7月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=84930

http://kpr-japan.com/

95 甲陽興産株式会社 代表取締役 北角治太
滋賀県甲賀市甲賀町相
模３１９番地

収集運搬業 第02700010952号
平成27年8月5日 （平

成24年10月1日）
平成34年8月4日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=08546

http://www.koyo-eco.net/

96 甲陽興産株式会社 代表取締役 北角治太
滋賀県甲賀市甲賀町相
模３１９番地

収集運搬業
（特管）

第02750010952号 平成28年11月21日 平成35年10月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=08546

http://www.koyo-eco.net/

97 興隆産業株式会社 代表取締役 中川真治
神戸市中央区三宮町一
丁目１番１号

収集運搬業 第02700007253号
平成27年7月2日 （平

成23年6月21日）
平成34年8月12日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=05605

http://www.kouryu-381.co.jp/

98 興隆産業株式会社 代表取締役 中川真治
神戸市中央区三宮町一
丁目１番１号

収集運搬業
（特管）

第02750007253号
平成28年4月19日（平

成23年6月21日）
平成35年5月16日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=05605

http://www.kouryu-381.co.jp/

99 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
二丁目１番７号

収集運搬業 第02700060105号
平成28年3月1日 （平

成25年9月13日）
平成35年3月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=73798

http://www.c-cosmic.co.jp/

100 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
二丁目１番７号

収集運搬業
（特管）

第02750060105号 平成25年10月8日 平成32年9月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=73798

http://www.c-cosmic.co.jp/

101 株式会社コスモ 代表取締役 金森敬司
大阪府羽曳野市郡戸５０
番地の１

収集運搬業
（特管）

第02750007612号 平成28年9月21日 平成35年9月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=05899

http://cosmok.com/

102 近藤産興株式会社 代表取締役 近藤昌三
名古屋市南区浜田町一
丁目10番地

収集運搬業 第02700004695号
平成27年9月5日 （平

成23年9月2日）
平成34年9月4日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03573

http://www.kondo-sanko.jp/

103 近藤産興株式会社 代表取締役 近藤昌三
名古屋市南区浜田町一
丁目１０番地

収集運搬業
（特管）

第02750004695号 平成25年12月4日 平成32年11月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03573

http://www.kondo-sanko.jp/

104 株式会社さつき 代表取締役 皐月篤
大阪市大正区鶴町四丁
目１２番２７号

収集運搬業 第02700046625号 平成29年3月1日 平成36年4月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=944166

http://www.eco-satsuki.jp/

105 株式会社佐藤商店 代表取締役 佐藤昇
三重県鈴鹿市大池三丁
目１０番１０号

収集運搬業 第02700041432号 平成25年10月7日 平成32年9月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=728690

http://www.sato-grp.co.jp/

106 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２号東京サン
ケイビル１５階

収集運搬業 第02700029414号 平成23年8月9日 平成33年2月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=23636

http://www.sunny-metal.co.jp/

107 三岐通運株式会社 代表取締役 小山邦明
三重県四日市市富田三
丁目２２番７９号

収集運搬業 第02700007094号
平成28年3月2日 （平

成26年1月6日）
平成35年4月22日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85369

http://www.sangi-tuuun.co.jp/
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108 サンキュウ・リマテック株式会社 取締役 岡村実成
兵庫県尼崎市東浜町５番
地

収集運搬業 第02700079640号
平成25年9月30日
（平成23年8月18日）

平成32年10月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=70199

http://www.sankyukaiun.co.jp/

109 三光株式会社 代表取締役 三輪陽通
鳥取県境港市昭和町５番
地１７

収集運搬業 第02700003489号 平成28年3月30日 平成35年3月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=70123

http://www.sankokk-net.co.jp/

110 三光株式会社 代表取締役 三輪陽通
鳥取県境港市昭和町５番
地１７

収集運搬業
（特管）

第02750003489号 平成25年10月11日 平成32年9月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=70123

http://www.sankokk-net.co.jp/

111 三友プラントサービス株式会社 代表取締役 小松和史
相模原市緑区橋本台一
丁目８番２１号

収集運搬業 第02700000728号
平成28年7月11日
（平成25年5月13日）

平成35年7月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60037

http://www.g-sanyu.co.jp/

112 三友プラントサービス株式会社 代表取締役 小松和史
相模原市緑区橋本台一
丁目８番２１号

収集運搬業
（特管）

第02750000728号 平成25年5月13日 平成32年4月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60037

http://www.g-sanyu.co.jp/

113 山陽環境開発株式会社 代表取締役 岩元博
岡山県新見市高尾２３０４
番地の１

収集運搬業 第02700004963号 平成28年10月25日 平成35年10月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03779

114 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

収集運搬業 第02700003532号 平成29年1月16日 平成36年2月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02642

http://www.sanwa-giken.jp/

115 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

収集運搬業
（特管）

第02750003532号 平成29年1月16日 平成36年2月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02642

http://www.sanwa-giken.jp/

116 株式会社ＧＥ 代表取締役 金子文雄
堺市西区築港新町一丁５
番３８

収集運搬業 第02700111723号 平成23年6月28日 平成29年11月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=137324

http://www.general-ecology.co.jp/

117 株式会社ＧＥ 代表取締役 金子文雄
堺市西区築港新町一丁５
番３８

収集運搬業
（特管）

第02750111723号 平成23年6月28日 平成29年11月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=137324

http://www.general-ecology.co.jp/

118 株式会社ジェイ・ポート 代表取締役 樋下茂
大阪市鶴見区今津北三
丁目３番１３号

収集運搬業 第02700043182号 平成28年11月21日 平成35年11月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=835708

http://www.j-port.co.jp/

119 株式会社ジェイ・ポート 代表取締役 樋下茂
大阪市鶴見区今津北三
丁目３番１３号

収集運搬業
（特管）

第02750043182号 平成28年11月21日 平成35年12月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=835708

http://www.j-port.co.jp/

120 株式会社ジェネス 代表取締役 松下正仁
滋賀県高島市朽木市場７
１５番地

収集運搬業 第02700000229号 平成27年7月14日 平成34年7月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00155

http://www.kk-jns.com/

121 シグマテック株式会社 代表取締役 深江伯史
東京都中央区日本橋富
沢町５番４号

収集運搬業 第02700001002号 平成28年9月14日 平成35年11月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=115136

http://www.sigmatec.co.jp/

122 柴田産業株式会社 代表取締役 柴田功治
福岡県久留米市梅満町１
２４６番地の１

収集運搬業 第02700000145号 平成29年4月26日 平成36年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=463490

http://www.shibata-3r.co.jp/

123 有限会社島田商店 代表取締役 島田洋
高知県高知市池４０２番
地１８

収集運搬業 第02700031854号 平成28年5月25日 平成35年6月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=25783

http://www.simadashouten.com/

124 有限会社島田商店 代表取締役 島田洋
高知県高知市池４０２番
地１８

収集運搬業
（特管）

第02750031854号 平成28年5月25日 平成35年6月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=25783

http://www.simadashouten.com/

125
株式会社ジャパンクリーンサー
ビス

代表取締役 山本節子
神戸市兵庫区遠矢浜町4
番23号

収集運搬業 第02700034567号 平成23年12月12日 平成29年7月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=28213

http://www.japan-c-s.co.jp/
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126
株式会社ジャパンクリーンサー
ビス

代表取締役 山本節子
兵庫県神戸市兵庫区遠
矢浜町４番３４号

収集運搬業
（特管）

第02750034567号 平成29年2月17日 平成36年2月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=28213

http://www.japan-c-s.co.jp/

127 株式会社ジャルク 代表取締役 正木良昌
大阪市中央区南本町二
丁目４番７号

収集運搬業 第02700079716号 平成24年1月18日 平成31年1月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=852885

http://www.jarc-net.co.jp/

128 株式会社松南サービス 代表取締役 中野博司
大阪市大正区南恩加島
四丁目４番５３号

収集運搬業 第02700119631号 平成23年5月31日 平成29年7月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=114141

http://www.shonanservice.co.jp/

129 株式会社新岡山工業 代表取締役 田口芳美
岡山県久米郡美咲町吉
ケ原字火の谷１０８０番地

収集運搬業 第02700008188号 平成25年10月31日 平成32年11月15日
http://shin-
oka.co.jp/koukai/koukai.html

http://shin-oka.co.jp/

130 株式会社新岡山工業 代表取締役 田口芳美
岡山県久米郡美咲町吉
ケ原字火の谷１０８０番地

収集運搬業
（特管）

第02750008188号 平成25年10月31日 平成32年11月15日
http://shin-
oka.co.jp/koukai/koukai.html

http://shin-oka.co.jp/

131 株式会社新地衛生 代表取締役 澤田益男
大阪市浪速区恵美須西
二丁目１２番１０号

収集運搬業 第02700039392号 平成23年11月21日 平成30年10月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=719326

http://www.shinchi-eisei.co.jp/

132 株式会社新地衛生 代表取締役 澤田益男
大阪市浪速区恵美須西
二丁目１２番１０号

収集運搬業
（特管）

第02750039392号 平成28年8月23日 平成35年8月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=719326

http://www.shinchi-eisei.co.jp/

133 新日本開発株式会社 代表取締役 永川仁秀
兵庫県姫路市飾麿区中
島３０５９番地２

収集運搬業 第02700005542号 平成24年7月26日 平成31年6月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04249

http://www.eco-snk.jp/

134 新日本開発株式会社 代表取締役 永川仁秀
兵庫県姫路市飾磨区中
島３０５９番地２

収集運搬業
（特管）

第02750005542号
平成27年8月7日（平
成24年6月25日）

平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=04249

http://www.eco-snk.jp/

135 新和環境株式会社 代表取締役 青木浩
東京都新宿区西早稲田
二丁目２１番１２号

収集運搬業 第02700023133号 平成24年6月20日 平成31年6月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=18503

http://www.shinwa-eco.com/

136 新和環境株式会社 代表取締役 青木浩
東京都新宿区西早稲田
二丁目２１番１２号

収集運搬業
（特管）

第02750023133号 平成24年6月20日 平成31年6月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=18503

http://www.shinwa-eco.com/

137 株式会社スリーエス 代表取締役 丸岡陽太
京都府福知山市牧神谷２
８５番４１

収集運搬業 第02700061097号 平成29年3月7日 平成36年2月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85567

http://threes-3s.co.jp/

138 株式会社セイノーマテリアル 代表取締役 井原拓
岐阜県大垣市赤坂町１０
１番地

収集運搬業 第02700005022号 平成28年6月2日 平成35年6月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03829

http://www.m-seino.co.jp/

139 西播環境整備株式会社 代表取締役 藤井美佳
兵庫県姫路市広畑区蒲
田一丁目１５１６番地の７

収集運搬業 第02700022499号 平成26年10月15日 平成33年9月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=42959

http://www.seibankankyo.co.jp/

140 西部サービス株式会社 代表取締役 原健
大阪市淀川区田川北三
丁目４番４６号

収集運搬業 第02700018706号 平成28年11月9日 平成35年11月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85504

http://www.seibu-recycle.co.jp/

141 静和ケミカルサービス株式会社 代表取締役 和波剛
静岡県静岡市駿河区豊
田二丁目７番９号

収集運搬業 第02700051046号 平成29年6月1日 平成36年4月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=704413

http://seiwa-chemical.com/

142 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２７号

収集運搬業 第02700004394号 平成23年5月30日 平成30年6月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03334

http://www.dinsgr.co.jp/
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143 泉州リサイクル協同組合 代表理事 貝淵正
大阪府和泉市上代町１２
８０番地の１

処分業 第02720009314号 平成25年10月4日 平成32年10月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=326307

144 株式会社ダイエイ 代表取締役 宮本理
福井県越前市白崎町第７
３号１番地の３

収集運搬業 第02700007098号 平成29年2月21日 平成36年1月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=05479

http://www.ecodaiei.com/

145 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

収集運搬業 第02710003203号
平成25年9月18日
（平成23年5月25日）

平成32年8月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02386

http://www.dinsgr.co.jp/

146 株式会社ダイカン 代表取締役 吉村太郎
大阪市鶴見区焼野三丁
目２番７９号

収集運搬業 第02700004658号
平成28年3月30日
（平成23年6月6日）

平成35年4月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03545

http://www.daikan-eco.co.jp/

147 株式会社ダイカン 代表取締役 吉村太郎
大阪市鶴見区焼野三丁
目２番７９号

収集運搬業
（特管）

第02750004658号
平成27年5月21日（平

成23年6月6日）
平成34年6月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03545

http://www.daikan-eco.co.jp/

148 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３１号

収集運搬業 第02700004014号
平成28年3月11日
（平成23年5月31日）

平成35年4月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03035

http://www.d-aikyo.co.jp/

149 大幸工業株式会社 代表取締役 浜野廣美
大阪市住之江区平林南
二丁目８番３７号

収集運搬業 第02700002036号
平成28年3月18日
（平成23年5月25日）

平成35年4月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01520

http://www.daiko-group.com/daiko/

150 大幸工業株式会社 代表取締役 浜野廣美
大阪市住之江区平林南
二丁目８番３７号

収集運搬業
（特管）

第02750002036号
平成27年5月26日（平

成23年5月25日）
平成34年6月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01520

http://www.daiko-group.com/daiko/

151 株式会社ダイセキ 代表取締役 柱秀貴
名古屋市港区船見町1番
地86

収集運搬業 第02700002742号
平成28年3月30日
（平成24年4月27日）

平成35年4月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02051

http://www.daiseki.co.jp/

152 株式会社ダイセキ 代表取締役 柱秀貴
名古屋市港区船見町1番
地86

収集運搬業
（特管）

第02750002742号
平成27年6月4日（平
成24年4月27日）

平成34年6月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02051

http://www.daiseki.co.jp/

153 大東衛生株式会社 代表取締役 渡部敏弘
大阪市東成区大今里西１
丁目１９番３８号

収集運搬業
（特管）

第02750002970号 平成25年7月5日 平成32年8月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02202

http://www.daitoueisei.com/

154 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号

収集運搬業 第02700017163号
平成28年3月23日

（平成23年12月12日）
平成35年4月19日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85041

http://www.daitoku-s.com/

155 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号

収集運搬業
（特管）

第02750017163号 平成24年1月17日 平成31年1月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85041

http://www.daitoku-s.com/

156 大都クリーン株式会社 代表取締役 木村修市
大阪市生野区巽東四丁
目１０番４０号

収集運搬業 第02700040078号 平成24年9月13日 平成31年7月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=726246

http://www.daito-c.com/

157 株式会社大宝化成 代表取締役 小山直紀
京都府久世郡久御山町
森三丁６番地

収集運搬業 第02700003334号 平成27年7月29日 平成34年6月30日
http://www.taihoukasei.co.jp/index.ht
ml

158 株式会社大松土建 代表取締役 新城匡司
大阪市北区本庄東二丁
目１０番１５号

収集運搬業 第02700004672号
平成23年5月31日（平

成29年5月30日）
平成36年7月8日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03556

http://www.daimatu.co.jp/

159 株式会社タケエイ 代表取締役 山口仁司
東京都港区芝公園二丁
目４番１号Ａ－１０階

収集運搬業
（特管）

第02750003455号 平成28年12月20日 平成35年12月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=65131

http://www.takeei.co.jp/

(9/15)

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.ecodaiei.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.dinsgr.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daikan-eco.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daikan-eco.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.d-aikyo.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daiko-group.com/daiko/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daiko-group.com/daiko/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daiseki.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daiseki.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daitoueisei.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daitoku-s.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daitoku-s.com/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daito-c.com/
http://www.taihoukasei.co.jp/index.ht
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.daimatu.co.jp/
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
http://www.takeei.co.jp/


優良認定業者一覧

No. 事業者名 代表者名 所在地 許可の種類 許可番号
認定年月日
（初回）

許可の有効期間
公開情報が閲覧できるホームページ

アドレス
事業者ホームページアドレス

160 有限会社田中企画 代表取締役 田中茂年
大阪府枚方市津田山手
一丁目５７番８号

収集運搬業 第02710103042号
平成27年6月5日 （平

成23年5月25日）
平成34年5月29日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=78137

http://www.tanakakikaku.biz/

161 有限会社田中企画 代表取締役 田中茂年
大阪府枚方市津田山手
一丁目５７番８号

収集運搬業
（特管）

第02750103042号
平成28年3月1日 （平

成23年5月25日）
平成35年4月25日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=78137

http://www.tanakakikaku.biz/

162 有限会社田中企画 代表取締役 田中茂年
大阪府枚方市津田山手
一丁目５７番８号

処分業 第02720103042号
平成27年6月5日 （平

成23年5月25日）
平成34年5月29日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=78137

http://www.tanakakikaku.biz/

163 株式会社田中浚渫工業 代表取締役 田中正人
大阪府八尾市南木の本
五丁目４９番地

収集運搬業 第02700067110号
平成29年1月13日

（平成25年12月13日）
平成36年2月7日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=450865

http://www.tanakashunsetu.co.jp/

164 株式会社中部環境技術センター 代表取締役 鈴木孝佳
三重県松阪市伊勢寺町４
１８番地の１

収集運搬業 第02700024332号 平成28年5月27日 平成35年5月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=19515

http://www.ce-tec.co.jp/

165 中部第一輸送株式会社 代表取締役 森敏彦
愛知県海部郡蟹江町須
成西十丁目８番地

収集運搬業 第02700055145号 平成25年7月25日 平成32年7月13日 http://www.cdy.co.jp/

166 株式会社ディプロ 代表取締役 乾 勝晴
大阪府貝塚市名越７３３
番地の３７

収集運搬業 第02700047225号 平成29年4月26日 平成36年4月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=907644

167 株式会社ＤＩＮＳ堺 代表取締役 下地正勝
堺市西区築港新町四丁２
番３号

収集運搬業 第02700133027号 平成28年9月20日 平成35年9月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=938305

http://www.dinsgr.co.jp/dins_sakai/

168
株式会社東栄大和クリーンセン
ター

代表取締役 馬場孝至
大阪府柏原市国分東条
町２６番１５号

収集運搬業 第02700057913号 平成26年2月17日 平成32年12月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=889929

http://www.toeiyamato.jp/

169
株式会社東栄大和クリーンセン
ター

代表取締役 馬場孝至
大阪府柏原市国分東条
町２６番１５号

処分業 第02720057913号 平成27年7月28日 平成34年5月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=889929

http://www.toeiyamato.jp/

170 東広商事株式会社 代表取締役 篠原幸一
広島県東広島市黒瀬町
小多田１６番地９２

収集運搬業 第02700003338号 平成26年8月7日 平成33年8月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02496

http://www.tokosyoji.com/

171 株式会社中谷組 代表取締役 中谷典生
三重県伊賀市西之沢１５
９８番地の９６

収集運搬業 第02700074594号 平成25年4月4日 平成32年4月30日

172 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４
０６番地の１

収集運搬業 第02700001568号 平成23年5月30日 平成30年3月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60086

http://www.nanto.co.jp/

173 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４
０６番地の１

収集運搬業
（特管）

第02750001568号
平成27年7月7日（平
成23年5月30日）

平成34年8月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60086

http://www.nanto.co.jp/

174 株式会社西商店 代表取締役 西義雄
東京都大田区池上六丁
目２８番５号

収集運搬業 第02700000688号 平成26年6月13日 平成33年6月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60034

http://www.nishi-gr.co.jp/

175 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２
２５０番地の３

収集運搬業 第02700070857号 平成27年7月29日 平成34年7月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85156

http://www.nisshintakada.co.jp/

176 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

収集運搬業 第02700054519号 平成26年3月31日 平成33年3月4日 http://www.japan-waste.co.jp/

所定の情報の公表を行っていないため、次回の許可更新時には
優良認定を受けることができません。
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177 日本ウエスト株式会社 代表取締役 長田和志
京都市伏見区横大路千
両松町９番地１

収集運搬業
（特管）

第02750054519号 平成27年6月26日 平成34年7月25日 http://www.japan-waste.co.jp/

178 日本エコロジー株式会社 代表取締役 永田晃司
大阪市都島区片町二丁
目２番４０号 大発ビル

収集運搬業 第02700000687号
平成28年4月5日 （平

成25年7月4日）
平成35年4月19日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00494

http://www.nihon-ecology.co.jp/

179 日本エコロジー株式会社 代表取締役 永田晃司
大阪市都島区片町二丁
目２番４０号 大発ビル

収集運搬業
（特管）

第02750000687号 平成25年7月4日 平成32年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00494

http://www.nihon-ecology.co.jp/

180 日本エコロジー株式会社 代表取締役 永田晃司
大阪市都島区片町二丁
目２番４０号 大発ビル

処分業 第02720000687号 平成28年1月4日 平成35年1月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00494

http://www.nihon-ecology.co.jp/

181 日本エコロジー株式会社 代表取締役 永田晃司
大阪市都島区片町二丁
目２番４０号 大発ビル

処分業（特
管）

第02770000687号 平成28年1月4日 平成35年1月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00494

http://www.nihon-ecology.co.jp/

182 日本産業廃棄物処理株式会社 代表取締役 重田和夫
静岡市葵区牧ヶ谷２４６５
番地

収集運搬業 第02700002294号 平成24年10月10日 平成30年1月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=804930

http://www.kotoku-g.co.jp/

183 日本産業廃棄物処理株式会社 代表取締役 重田和夫
静岡市葵区牧ヶ谷２４６５
番地

収集運搬業
（特管）

第02750002294号
平成27年5月27日（平
成24年10月10日）

平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=804930

http://www.kotoku-g.co.jp/

184 日本資環株式会社 代表取締役 吉田雅亮
奈良県五條市西吉野町
夜中３９１番地の２

収集運搬業 第02700001354号 平成27年11月26日 平成34年11月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=805708

http://jaeneeco.com/

185 日本資環株式会社 代表取締役 吉田雅亮
奈良県五條市西吉野町
夜中３９１番地の２

収集運搬業
（特管）

第02750001354号 平成27年11月26日 平成34年11月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=805708

http://jaeneeco.com/

186 有限会社バイオクリーン 代表取締役 伊藤寛治
堺市西区鳳西町二丁16
番地１

収集運搬業 第02700030026号
平成26年9月30日（平

成29年5月31日）
平成36年6月12日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=619345

187 有限会社バイオクリーン 代表取締役 伊藤寛治
堺市西区鳳西町二丁16
番地１

収集運搬業
（特管）

第02750030026号
平成26年9月30日（平

成29年5月31日）
平成36年6月12日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=619345

188 株式会社浜田 代表取締役 濱田篤介
高槻市柱本三丁目８番６
号

収集運搬業 第02700009139号
平成26年1月20日
（平成23年7月25日）

平成32年12月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=07126

http://www.kkhamada.com/

189 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号

収集運搬業 第02700001169号 平成28年6月2日 平成35年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00854

http://www.g-sanyu.co.jp/

190 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号

収集運搬業
（特管）

第02750001169号 平成28年6月2日 平成35年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00854

http://www.g-sanyu.co.jp/

191 日野金属産業株式会社 代表取締役 糟谷敏美
東京都八王子市旭町１１
番５号

収集運搬業 第02700038060号 平成29年1月11日 平成36年1月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85517

http://www.hinokin.co.jp/

192 株式会社姫路環境開発 代表取締役 山本益臣
兵庫県姫路市飾磨区中
島字宝来３０６７番地の１
７

収集運搬業 第02700001868号 平成25年3月12日 平成32年3月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01393

http://www.himejikankyo.co.jp/

193 株式会社姫路環境開発 代表取締役 山本益臣
兵庫県姫路市飾磨区中
島字宝来３０６７番地の１
７

収集運搬業
（特管）

第02750001868号 平成26年3月6日 平成33年2月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=01393

http://www.himejikankyo.co.jp/
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194 平林金属株式会社 代表取締役 平林実
岡山市北区下中野３４７
番地１０４

収集運搬業 第02700003245号 平成23年6月29日 平成30年6月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02419

http://www.hirakin.co.jp/

195 広交産業株式会社 代表取締役 佐島弘晃
広島県広島市南区出島
一丁目３４番４０号

収集運搬業 第02700004079号 平成26年4月9日 平成33年4月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=791692

http://www.hirokosangyo.com/

196 広交産業株式会社 代表取締役 佐島弘晃
広島県広島市南区出島
一丁目３４番４０号

収集運搬業
（特管）

第02750040797号 平成26年3月4日 平成33年2月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=791692

http://www.hirokosangyo.com/

197 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９６０番地の１

収集運搬業 第02700042387号 平成28年9月15日 平成35年8月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=528214

http://www.hirosecld.co.jp/

198 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９６０番地の１

収集運搬業
（特管）

第02750042387号 平成28年9月15日 平成35年8月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=528214

http://www.hirosecld.co.jp/

199 フジ建設株式会社 代表取締役 髙山靖徳
愛知県名古屋市守山区
吉根二丁目３００６番地

収集運搬業 第02700016156号 平成28年10月25日 平成35年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=12670

http://www.fujiken24.com/

200 藤澤環境開発株式会社 代表取締役 松井賢二
大分県大分市久原中央
四丁目７番１号

収集運搬業 第02700051858号 平成27年6月1日 平成34年5月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=43892

http://www.fujisawa-eco.co.jp/

201 藤澤環境開発株式会社 代表取締役 松井賢二
大分県大分市久原中央
四丁目７番１号

収集運搬業
（特管）

第02750051858号 平成27年6月1日 平成34年5月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=43892

http://www.fujisawa-eco.co.jp/

202 富士石油運輸株式会社 代表取締役 服部尊好
愛知県大府市北崎町井
田５８番地の２

収集運搬業 第02700004145号 平成28年5月12日 平成35年6月6日 http://www.fujiseki-u.co.jp/

203 富士石油運輸株式会社 代表取締役 谷津順一
愛知県大府市北崎町井
田５８番地の２

収集運搬業
（特管）

第02750004145号
平成28年1月20日（平

成24年3月30日）
平成35年3月1日 http://www.fujiseki-u.co.jp/

204 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３８号

収集運搬業 第02700021491号 平成26年9月12日 平成33年8月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=810245

http://fujita-co.jp/index.htm

205 富士通周辺機株式会社 代表取締役 長原明 兵庫県加東市佐保３５番 収集運搬業 第02700047575号 平成29年2月3日 平成36年2月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85049

http://www.fujitsu.com/jp/group/fpe/

206 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

収集運搬業 第02700025049号
平成25年12月3日
（平成23年5月31日）

平成32年10月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=20140

http://www.homekern.co.jp/

207 株式会社北部衛生 代表取締役 川﨑和彦
大阪市東成区東中本二
丁目１４番２７号川崎ビル

収集運搬業 第02700143781号 平成26年5月28日 平成33年5月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=756547

http://www.hokubueisei.com/

208 舞鶴喜楽鉱業株式会社 代表取締役 小宮山雅弘
京都府綾部市物部町白
岩９番地の１

収集運搬業 第02700005715号
平成28年12月9日
（平成25年8月16日）

平成36年1月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=589746

209 柾木工業株式会社 代表取締役 柾木隆弘
大阪市此花区梅町二丁
目２番２５号

収集運搬業 第02700005512号 平成25年5月20日 平成32年5月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=555343

http://masaki-kougyo.co.jp/

210 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２号

収集運搬業 第02700000192号 平成24年7月20日 平成31年5月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00125

http://www.matsuda-sangyo.co.jp/
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211 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２号

収集運搬業
（特管）

第02750000192号 平成25年7月10日 平成32年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00125

http://www.matsuda-sangyo.co.jp/

212 有限会社松本清掃社 代表取締役 松本清信
奈良県大和郡山市下三
橋町４２０番地の２６

収集運搬業 第02700005432号 平成27年12月7日 平成34年12月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=534973

http://www.matsumoto-seisousha.jp/

213 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５１号

収集運搬業 第02700032563号 平成23年7月1日 平成30年7月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=26411

http://marusan-g.jp/

214 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５１号

収集運搬業
（特管）

第02750032563号 平成23年10月6日 平成30年10月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=26411

http://marusan-g.jp/

215 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５１号

処分業 第02720032563号 平成23年7月1日 平成30年7月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=26411

http://marusan-g.jp/

216 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

収集運搬業 第02700004771号
平成28年3月18日

（平成24年12月17日）
平成35年4月27日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=241994

http://www.maruman-shoji.com/

217 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

収集運搬業
（特管）

第02750004771号
平成27年5月26日（平
成24年12月17日）

平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=241994

http://www.maruman-shoji.com/

218 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３
６４０番地

収集運搬業 第02710019548号 平成23年5月25日 平成33年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=15574

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

219 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３
６４０番地

収集運搬業
（特管）

第02750019548号 平成29年4月20日 平成36年4月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=15574

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

220 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３
６４０番地

処分業 第02720019548号 平成23年5月25日 平成33年1月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=15574

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

221 三重中央開発株式会社 代表取締役 金子文雄
三重県伊賀市予野字鉢
屋４７１３番地

収集運搬業 第02700004487号 平成23年9月5日 平成29年10月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=03404

http://www.dinsgr.co.jp/

222 有限会社水谷ケミカル 代表取締役 水谷真伸
愛知県名古屋市中川区
八剱町三丁目１６番地の
１

収集運搬業 第02700038463号 平成26年8月27日 平成33年9月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=31671

http://www.chemical-m.co.jp/

223 株式会社ミズノ 代表取締役 水野昌和
三重県四日市市午起二
丁目１番５号

収集運搬業 第02700070595号 平成28年4月19日 平成35年5月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=71636

https://www.e-mizuno.co.jp/

224 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１
４２６番地

収集運搬業 第02700035690号 平成29年5月26日 平成36年5月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=29224

http://minami-kinzoku.co.jp/

225 ミヤマ株式会社 代表取締役 南克明
長野県長野市丹波島一
丁目１番１２号

収集運搬業 第02700000553号
平成28年12月16日
（平成25年3月27日）

平成35年12月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00389

http://www.miyama.net/

226 ミヤマ株式会社 代表取締役 南克明
長野県長野市丹波島一
丁目１番１２号

収集運搬業
（特管）

第02750000553号 平成25年3月27日 平成32年3月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00389

http://www.miyama.net/

227 株式会社ムトウ 代表取締役 武藤裕行
大阪市此花区春日出中
ニ丁目１番２号

収集運搬業 第02700003799号 平成25年5月13日 平成32年6月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02860

http://www.mutou.co.jp/
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228 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番地の１

収集運搬業 第02700006808号 平成27年5月27日 平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=855476

http://www.k-meikou.co.jp/index.html

229 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番２１号

収集運搬業 第02700003319号
平成25年12月26日
（平成23年5月25日）

平成32年12月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=575241

http://www.mokkai.com/

230 木材開発株式会社 代表取締役 谷正剛
大阪市住之江区新北島
三丁目６番４５号

処分業 第02720003319号
平成25年12月26日
（平成23年5月25日）

平成32年12月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=575241

http://www.mokkai.com/

231 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番地

収集運搬業 第02700000663号
平成28年11月18日
（平成26年4月8日）

平成36年1月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=564836

http://www.mori-s.co.jp/

232 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番地

収集運搬業
（特管）

第02750000663号 平成26年4月8日 平成33年4月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=564836

http://www.mori-s.co.jp/

233 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

収集運搬業 第02700001187号 平成23年6月27日 平成29年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00871

http://www.yasuda-group.co.jp/

234 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

収集運搬業
（特管）

第02750001187号
平成27年6月25日（平

成23年6月27日）
平成34年6月21日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00871

http://www.yasuda-group.co.jp/

235 山上紙業株式会社 代表取締役 山上一
大阪府大阪市平野区平
野西一丁目１０番２１号

収集運搬業 第02710012184号 平成27年11月18日 平成34年07月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=865439

http://www.yamagami-shigyo.com/

236 山上紙業株式会社 代表取締役 山上 一
大阪府大阪市平野区平
野西一丁目１０番２１号

処分業 第02720012184号 平成27年11月18日 平成34年07月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=865439

http://www.yamagami-shigyo.com/

237 株式会社ヤマサ 代表取締役 小村佳代子
堺市堺区石津北町１０５
番地の１

収集運搬業 第02700034853号 平成27年10月29日 平成34年11月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=28476

http://www.yamasa-metal.co.jp/

238 株式会社ヤマサ 代表取締役 小村佳代子
堺市堺区石津北町１０５
番地の１

収集運搬業
（特管）

第02750034853号 平成28年12月27日 平成36年2月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=28476

http://www.yamasa-metal.co.jp/

239 株式会社山本清掃 代表取締役 山本敏裕
京都市伏見区横大路千
両松町１９６番地の１

収集運搬業 第02700021247号
平成28年8月26日

（平成25年10月25日）
平成35年7月26日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=304629

http://www.yamamoto-mrc.co.jp/

240 株式会社ユアサロジテック 代表取締役 髙橋利昭
大阪府高槻市庄所町９番
１５号

収集運搬業
（特管）

第02750017035号 平成25年10月25日 平成32年9月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=13385

https://www.daiwahousegroup.com/y
uasa/

241 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

収集運搬業 第02710075529号 平成23年5月25日 平成30年4月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=80789

http://www.unicle.co.jp/

242 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

収集運搬業
（特管）

第02750075529号 平成23年5月25日 平成30年5月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=80789

http://www.unicle.co.jp/

243 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

処分業 第02720075529号 平成26年11月14日 平成33年12月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=80789

http://www.unicle.co.jp/

244 株式会社横山サポートテック 代表取締役 横山淳平
兵庫県赤穂市中広１３７０
番地の１

収集運搬業 第02700003435号 平成24年4月11日 平成31年3月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02567

http://www.yst21.co.jp/
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245 株式会社横山サポートテック 代表取締役 横山淳平
兵庫県赤穂市中広１３７０
番地の１

収集運搬業
（特管）

第02750003435号 平成24年4月11日 平成31年3月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=02567

http://www.yst21.co.jp/

246 株式会社吉野興産 代表取締役 光友篤史
三重県津市戸木町焼野５
４１６番地の１

収集運搬業 第02700035812号 平成25年11月6日 平成32年11月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=71637

http://www.yoshino-kousan.co.jp/

247 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34号

収集運搬業 第02700000320号 平成24年2月16日 平成31年3月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=85564

http://www.risho-gr.co.jp/

248 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１６号

収集運搬業 第02700001331号
平成28年3月18日
（平成25年8月30日）

平成35年4月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=00978

http://www.revacs.com/

249 リサイクルセンター株式会社 代表取締役 大天広正
大阪府東大阪市布市町
二丁目1番40号

収集運搬業 第02700008395号 平成23年12月1日 平成33年6月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=65149

http://recyclegroup.co.jp/

250 リサイクルセンター株式会社 代表取締役 大天広正
大阪府東大阪市布市町
二丁目1番40号

収集運搬業
（特管）

第02750008395号
平成27年12月16日
（平成23年12月1日）

平成34年12月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=65149

http://recyclegroup.co.jp/

251 リマテック株式会社 代表取締役 籔哲之
大阪府岸和田市地蔵浜
町１１番地の１

処分業 第02720000404号 平成23年5月25日 平成29年7月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60016

http://www.rematec.co.jp/

252 リマテック株式会社 代表取締役 籔哲之
大阪府岸和田市地蔵浜
町１１番地の１

収集運搬業 第02700000404号 平成23年5月25日 平成29年7月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=60016

http://www.rematec.co.jp/

253 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６
０７番地の６

収集運搬業 第02700013847号 平成28年10月31日 平成35年10月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/i
ndex_u2.php?UserID=227709
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