
許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

2720000234 S62.6.1 H31.11.21
北川ヒューテック株式会社
代表取締役
北川　隆明

〒921-8027
石川県金沢市神田一丁目１３番１
号
(0762-43-2211)

門真市深田町１２２２番２ほか７筆
(06-6909-2951)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 480t/日

2720000374 H4.9.18 H29.9.17
麻野　展裕
　屋号
　（河内環境）

〒580-0042
大阪府松原市松ヶ丘２丁目３番１
５号
(072-332-3185)

松原市松ヶ丘３丁目８５６番１の一
部
(072-335-2366)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

45.0㎥/日(廃プラ
スチック類4.5t/
日､木くず22.5t/
日)

岸和田市地蔵浜町１１番１の一
部
(0724-38-6434)

燃え殻（廃活性炭に限る）、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ
リ、廃プラスチック類、動植物性残渣、ばいじん（燃え殻
以外の種類についてはセメント焼成炉又はこれと同等
の性能を有する施設において燃料として再利用できる
ものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

混練によ
る燃料化

200㎥/日

岸和田市臨海町１６番１
((0724-38-6434)

汚泥、廃酸、廃アルカリ（バイオガス発電の燃料として
再生利用できるものに限る）

メタン発酵 17.3t/日

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く）

選別破砕
1536㎥/日
(2304t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

減容固化 667.2㎥/日

汚泥（石綿含有産業廃棄物を除く） 脱水 1532㎥/日

廃油（石綿含有産業廃棄物を除く） 油水分離 12㎥/日

汚泥、廃酸、廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く） 中和 825㎥/日

2720001251 H24.10.25 H29.10.24
藤野興業株式会社
代表取締役
藤野　正勝

〒584-0045
大阪府富田林市山中田町一丁１
１番８号
（0721-24-0118）

南河内郡千早赤阪村大字森屋６
３０番１ほか１１筆
（0721-72-0050）

ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 400t/日

2720001900 S63.1.27 H33.1.26
大成ロテック株式会社
代表取締役
瀬川　道雄

〒104-0031
東京都新宿区西新宿八丁目１７
番１号
(03-5925-9431)
関西支社(06-6262-1882)

岸和田市臨海町１４番１の一部
(072-437-7101)

鉱さい、ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕 320t/日

2720001918 S58.3.31 H31.3.30

株式会社クリーンクニナカ
代表取締役
坂本　庄藏
〔優良〕

〒580-0046
大阪府松原市三宅中七丁目３番
２８号
(072-334-8700)

松原市三宅中七丁目１２０２番７
ほか２筆
(072-334-8700)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
13.5㎥/日(廃プラ
スチック類3.4t/
日､木くず4.2t/日)

紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 焼却
190kg/時(1.5t/
日)

廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

13.8㎥/日(廃プラ
スチック類4.8t/
日、木くず6.9t/
日)

ガラスくず（廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞに限る）（石綿含有産業廃棄物
を除く）

破砕 4.0t/日

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 240t/日

木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず（石綿含有産業
廃棄物を除く）

破砕
141㎥/日(木くず
70.5t/日)

株式会社樋口商店
代表取締役
樋口　文三郎

〒575-0001
大阪府四條畷市砂四丁目４番３７
号
(072-877-2511)

四條畷市砂四丁目５５６番１ほか8
筆の一部
(072-877-2511)

〒534-0025
大阪市都島区片町二丁目２番４
０号大発ビル
(06-6881-0251)

H32.8.28

〒570-0011
大阪府守口市金田町二丁目６０
番６号
(06-6901-7181)

日本エコロジー株式会社
代表取締役
永田　晃司
〔優良〕

岸和田市臨海町８番１ほか２筆
(072-438-7577)

美馬建設株式会社
代表取締役
馬岡　宏幸

門真市島頭３丁目５６５番１、８、９
(072-885-1919)

2720002228

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　

リマテック株式会社
代表取締役
西原　充幸
〔優良〕

〒596-0015
大阪府岸和田市地蔵浜町１１番
地の１
(0724-38-6434)

2720000404 S50.4.28 H29.7.1

2720000642 H3.1.24 H29.4.15

2720000687 H22.5.14 H35.1.3

S55.7.29

許可業者名簿



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃油（石綿含有産業廃棄物を除く） 蒸留 2㎥/日

廃油（石綿含有産業廃棄物を除く） 蒸留 2.4㎥/日

廃油（石綿含有産業廃棄物を除く） 蒸留
7.2㎥/日(2.4㎥/
日×3基)

廃油（石綿含有産業廃棄物を除く） 蒸留 2.4㎥/日

2720002735 H5.4.6 H30.4.5

泉州産業廃棄物処理事業
協同組合
代表理事
平山　文男

〒596-0831
大阪府岸和田市畑町１１５３番地
の１
(0724-28-0257)

岸和田市畑町１１５３番１の一部、
１１５４番１
(072-428-0073)

紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 焼却
4.8t/日(600kg/
時)

廃酸、廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く） 中和 48㎥/日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（石綿含有産業
廃棄物を除く）

破砕 4.9t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
除く）

選別破砕

394t/日(廃プラス
チック類55t/日､
木くず319t/日､が
れき類394t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

115.4t/日（廃プラ
スチック類46.2t/
日､木くず115.4t/
日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、ガラスくず（石綿含有
産業廃棄物を除く）

破砕
75t/日(廃プラス
チック類20t/日､
木くず75t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

223.7t/日
（74+37.7+112t/
日）(廃プラスチッ
ク類63+22.6+45t/
日､木くず
74+37.7+112t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず（石綿含有産業廃棄物
を除く）

減容固化 150㎥/日

和泉市テクノステージ二丁目４番
２、４番３
(0725-54-3061)

ガラスくず（廃石膏ボード又は廃石膏粉に限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕・乾
燥

破砕75t/日、乾燥
60t/日

汚泥（石綿含有産業廃棄物を除く） 脱水 8㎥/日

汚泥（石綿含有産業廃棄物を除く） 固化 80㎥/日

廃油（石綿含有産業廃棄物を除く） 油水分離 9㎥/日

廃酸（石綿含有産業廃棄物を除く） 中和 40㎥/日

廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く） 中和 40㎥/日

廃油、廃酸、廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く） 減圧濃縮 36㎥/日

株式会社興徳クリーナー
代表取締役
片渕　昭人

〔優良〕

大阪クリーンテック株式会
社
代表取締役
星山　健

大栄環境株式会社
代表取締役
金子　文雄

〒566-0051
大阪府摂津市安威川南町３番２８
号
(072-654-2467)

古川化成株式会社
代表取締役
丹羽　健司

廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性
残さ（石綿含有産業廃棄物を除く）

和泉市テクノステージ二丁目３番
１１
(0725-54-3061)〒594-1144

大阪府和泉市テクノステージ二丁
目３番２８号
(0725-54-3061)

焼却

摂津市安威川南町１０９７番２ほか
３筆の一部
(072-654-2467)

岸和田市岸之浦町１０番１１
(072-429-2460)

門真市東田町７２４番１ほか２筆
(06-6908-3968)

〒596-0816
大阪府岸和田市尾生町１６４９番
地の１
(072-444-0634)

岸和田市尾生町１６４９番１
(072-444-0634)

80t/日

〒571-0034
大阪府門真市東田町１６番９号
(06-6908-3968)

S49.4.16 H31.5.11

2720002738 S60.11.28 H33.2.21

2740003203 H15.2.25 H32.2.24

2720002734

2720003317 S50.2.7 H32.9.21



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720003319 S60.12.26 H32.12.25

木材開発株式会社
代表取締役
谷　正剛

〔優良〕

〒595-0814
大阪府泉北郡忠岡町新浜１丁目
５番２１号
(072-438-2021)

岸和田市木材町１１番１３、１１番
１８
(072-423-3626)

紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕
1,450㎥/日（木く
ず290t/日）

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
13.8㎥/日(木くず
7.6t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

13.6㎥/日(廃プラ
スチック類4.8ｔ/
日、木くず7.5t/
日)

ガラスくず､がれき類（上記７品目の産業廃棄物に混入
して処分することが必要であるものに限る）（石綿含有
産業廃棄物を除く）

破砕 4.8t/日

摂津市鳥飼八町二丁目５６３番
１、５６３番２(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、動植物性残さ（植物性残さに限る）、ゴム
くず（石綿含有産業廃棄物を除く）

減容
固化

9.7t/日

汚泥（建設汚泥を除く）（石綿含有産業廃棄物を除く）
沈殿
分離

36㎥/日

汚泥（建設汚泥を除く）、廃油（石綿含有産業廃棄物
を除く）

油水
分離

28㎥/日

廃酸、廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く） 中和 45㎥/日

廃油、廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く） 混練 120㎥/日

2720004388 H19.5.1 H29.4.30
興栄ケミカル株式会社
代表取締役
山下　興益

〒566-0074
大阪府摂津市東一津屋１０番４号
(06-6340-5561)

摂津市東一津屋１０６１番
(06-6340-5561)

廃油（有機塩素系溶剤及びタールピッチ類を除く）（石
綿含有産業廃棄物を除く）

油水分離 5.0㎥/日

柏原市国分市場１丁目３１４１番
２、３１４１番３
(0729-78-6365)

廃油（有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く）※特管
処分有（石綿含有産業廃棄物を除く）

油水分離 9.8㎥/日

柏原市国分市場１丁目３２６３番
２、３２６３番３
(0729-78-6365)

汚泥（金属回収資源となるものに限る）、廃油（有機塩素
系溶剤、タールピッチ類を除く）（石綿含有産業廃棄物
を除く）

加熱分離 9㎥/日

2720004401 S54.8.4 H31.8.4
株式会社カジノ
代表取締役
梶野　敏弘

〒596-0014
大阪府岸和田市港緑町８番１１号
(072-423-4696)

岸和田市港緑町１０９番の一部ほ
か２筆
(072-423-4696)

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕
30t/日(20t/日､
10t/日)

廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属く
ず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
45㎥/日(廃プラス
チック類4.5t/日)

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 80t/日

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.6t/日

〒534-0013
大阪市都島区内代町二丁目７番
３８号
(06-6952-0355)

〒520-3114
滋賀県湖南市石部口二丁目７
番
３3号
(0748-77-4689)

株式会社山元商店
代表取締役
山元　祥隆

株式会社イケダコーポレー
ション
代表取締役
池田　正知

北大阪清掃株式会社
代表取締役
岩元　雅清

〔優良〕

〒586-0062
大阪府河内長野市天見１０６番地
(0729-78-6365)

喜楽鉱業株式会社
代表取締役
小宮山　雅弘

〒556-0005
大阪市浪速区日本橋四丁目１４
番１号
(06-6641-3153)

摂津市学園町一丁目１９番ほか
２筆
(06-6349-9877)

和泉市テクノステージ一丁目４
番３
(0725-53-0821)

柏原市国分市場一丁目３２５９番
の一部ほか２筆
(072-977-3285)

2720004060 S49.3.6 H31.3.30

2720004194 H26.2.17 H31.2.16

2720004400 S59.9.28 H33.12.4

2720004919 H6.11.16 H31.11.15



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

八尾市太田新町六丁目７５番
(072-949-9035)

廃油（有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く）、廃プラ
スチック類（廃ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄに限る）、金属くず（廃ｵｲﾙｴﾚ
ﾒﾝﾄに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

切断･分
別

1.2t/日

八尾市太田新町六丁目１３５番
(072-949-9035)

汚泥、廃油（有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く）、
廃酸、廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く）

混練によ
る燃料化

80㎥/日

八尾市太田新町六丁目６９番ほ
か２筆
(072-949-9035)

廃油（有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く）（石綿含
有産業廃棄物を除く）

油水分離 28㎥/日

八尾市太田新町六丁目８２番１、
８２番２
(072-949-9035)

廃油（有機塩素系溶剤、タールピッチ類を除く）（石綿含
有産業廃棄物を除く）

油水分離 15.9㎥/日

2720005516 S50.9.12 H31.5.12
みかも礦業株式会社
代表取締役
横田　武利

〒581-0039
大阪府八尾市太田新町四丁目１
００番地
(072-949-0199)

八尾市太田新町四丁目９９番，１
００番
(072-949-0199)

廃油（タールピッチ類、有機溶剤を含まないものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

油水
分離

6.0㎥/日

廃プラスチック類､紙くず､木くず､繊維くず､ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

減容固化
30t/日(廃プラス
チック類33.9t/日､
木くず47.4t/日)

廃プラスチック類､金属くず､ガラスくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
60㎥/日（廃プラ
スチック類4.54t/
日）

汚泥（油泥に限る）､廃油
（石綿含有産業廃棄物を除く）

油水分離 2.8㎥/日

2720006004 H1.9.4 H31.9.3
田中土建株式会社
代表取締役
田中　謙吉

〒558-0004
大阪市住吉区長居東四丁目９番
１８号
(06-6691-0567)

泉大津市汐見町１１６番１の一部
(0725-33-4153)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 480t/日

寝屋川市葛原二丁目２番ほか１３
筆
(072-828-3751)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 560ｔ/日

羽曳野市川向１２番ほか７筆
(072-956-6461)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 720t/日

泉大津市臨海町一丁目２６番
(0725-21-4588)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 2160t/日

2720007506 H3.1.25 H33.1.24
大林道路株式会社
代表取締役
長谷川　仁

〒107-0062
東京都千代田区猿楽町二丁目8
番8号
(03-3796-6500)
大阪支店：大阪市中央区北浜東
1-26
(06-6943-5201)

門真市四宮２丁目３番ほか２筆
(072-884-1878)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 480t/日

2720007550 H12.12.28 H32.12.27
松崎商事株式会社
代表取締役
松﨑　久美子

〒173-0026
東京都板橋区中丸町４５番８号
(03-3974-5141)
大阪営業所：大阪市東成区玉津
2-8-15
(06-6971-8977)

岸和田市木材町１０番１，１０番４
(072-433-9633)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有
産業廃棄物を除く）

減容固化

640㎥/日（廃プラ
スチック類64ｔ/
日、木くず32ｔ/
日）

前田道路株式会社
代表取締役
鈴木　完二

株式会社中澤砿油
代表取締役
中澤　保

〒141-0032
東京都品川区大崎一丁目１１番３
号
(03-3447-0781)
関西支店：大阪市中央区久太郎
町2-5-30
MKD-10 大阪ビル
(06-6253-7501)

株式会社アイデックス
代表取締役
井出　保

〔優良〕

摂津市鳥飼上４丁目１３４番ほか
６筆
(-)

〒581-0039
大阪府八尾市太田新町六丁目７
０番地
(072-949-3718)

〒569-0822
大阪府高槻市津之江町二丁目２
２番９号
(072-650-1988)

2720005205 S53.11.2 H33.12.14

2720005522 H16.9.16 H35.9.15

2720006048 H1.8.4 H31.8.3



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720007613 S53.12.20 H32.5.27
八光海運株式会社
代表取締役
足立　敏己

〒585-0002
大阪府南河内郡河南町大字一須
賀４５３番地の１
(0721-93-2222)

南河内郡河南町大字一須賀４５３
番２ほか２筆
(0721-93-2222)

汚泥（有機性の汚泥に限る）、廃油（動植物性油脂に限
る）、廃酸、廃アルカリ、動植物性残渣、動物のふん尿
（汚泥以外は炭化土壌改良剤等として再生利用できるも
のに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

炭化
9.7t/日(廃酸及び
廃アルカリは
29.1t/日)

2720009314 H5.10.26 H32.10.25

泉州リサイクル協同組合
代表理事
貝淵　正

〔優良〕

〒594-0011
大阪府和泉市上代町１２８０番地
の１
(0725-43-6601)

和泉市上代町１２８０番１ほか１８
筆
(0725-43-6601)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 640t/日

金属くず､ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 5.7㎥/日

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.8ｔ/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有
産業廃棄物を除く）

破砕
16㎥/日(廃プラス
チック類2.8ｔ/日、
木くず3.2t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有
産業廃棄物を除く）

破砕
8㎥/日(廃プラス
チック類2.0ｔ/日、
木くず1.6t/日)

2720010441 H13.3.30 H33.3.29
株式会社昭建
代表取締役
桑田　保正

〒520-0047
滋賀県大津市浜大津二丁目５番
９号
(0775-25-5131)

茨木市高浜町２２２番１
(072-634-2151)

がれき類（ｱｽﾌｧﾙﾄに限る）（石綿含有産業廃棄物を除
く）

破砕 480t/日

2720010657 H27.7.6 H32.7.5
マツダ株式会社
代表取締役
松田　禎一

〒658-0042
兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１
７番地の８
(078-851-2213)

交野市星田北４７６５番ほか２筆
(072-893-6666)

廃プラスチック類（廃発泡スチロールに限る）（石綿含有
産業廃棄物を除く）

減容固化 0.8t/日

2720012159 H12.9.6 H32.9.5

株式会社コーセイ化学研
究所
代表取締役
神田　幸宏

〒581-0039
大阪府八尾市太田新町八丁目２
１番地
(072-949-5084)

八尾市太田新町八丁目２１番
(072-949-5084)

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 3.2t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕・圧
縮

43㎥/日(廃プラス
チック類4.3t/日､
木くず21.5t/日)

がれき類（建設工事より排出した上記７品目の産業廃
棄物に混入し処分することが必要であるものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 39t/日

汚泥（容器入り食品に係る廃酸･廃アルカリに混入し生
物処理により処分することができるものに限る）､廃酸
（容器入り食品に係るものに限る）､廃アルカリ（容器入
り食品に係るものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

生物処理 100L/日

松原市三宅東四丁目１４５３番ほ
か２筆
(072-331-3873)

廃プラスチック類（発泡プラスチックに限る）（石綿含有
産業廃棄物を除く）

減容固化 0.8t/日

山上紙業株式会社
代表取締役
山上　一

〔優良〕

株式会社山岡商店
代表取締役
山岡　直孝

松原市三宅東四丁目１４５０番１
ほか３筆
(072-331-3873)

門真市四宮１丁目２５番
(072-821-0040)

〒547-0033
大阪市平野区平野西一丁目１０
番２１号
(06-6702-1751)

〒572-0865
大阪府寝屋川市小路北町７番８
号
(072-821-0040)

寝屋川市小路北町２８３番
(072-821-0040)

2720010222 H12.6.13 H32.6.12

2720012184 S53.12.25 H34.7.19



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720012616 H2.1.25 H32.1.24
鹿島道路株式会社
代表取締役
住吉　正信

〒112-0004
東京都文京区後楽一丁目７番２７
号
(03-5802-8000)
関西支店：大阪市中央区城見2-
2-22 マルイトOBPビル9F
(06-6910-3701)

泉大津市板原町五丁目８６３番１
ほか３筆
(0725-23-2751)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 720t/日

2720012724 H6.1.6 H31.1.5
株式会社光陽化学研究所
代表取締役
田中　秀夫

〒570-0002
大阪府守口市佐太中町六丁目７
番６号
(06-6903-7351)

守口市佐太中町六丁目４８番３の
一部
(06-6903-7351)

廃酸、廃アルカリ（いずれも写真廃液に限る）（石綿含有
産業廃棄物を除く）

銀回収・
中和

4t/日(2t/日×2
基)

2720013560 H6.1.24 H31.1.23
大阪樹脂工業株式会社
代表取締役
今村　信幸

〒582-0020
大阪府柏原市片山町２０番５号
(072-977-9553)

柏原市片山町５４７番２の一部
(072-977-9553)

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.8t/日

2720016421 H17.3.22 H32.3.21
株式会社北川建設
代表取締役
北川　章三

〒581-0039
大阪府八尾市太田新町八丁目１
６８番地
(072-948-2822)

八尾市太田新町８丁目１６７番１
(072-948-2822)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
12.3㎥/日(廃プラ
スチック類3.4t/
日､木くず4.2t/日)

摂津市安威川南町１０９７番３，１０
９８番１
(072-654-9361)

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず（石綿
含有産業廃棄物を除く）

破砕
39.6㎥/日(廃プラ
スチック類3.9t/
日)

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず（石綿
含有産業廃棄物を除く）

破砕
12.3㎥/日(廃プラ
スチック類4.3t/
日)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付
着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

切断 171.6㎥/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕・
選別

破砕36.9㎥/日
（廃プラスチック類
3.6ｔ/日、木くず
4.0ｔ/日）、選別
416㎥/日

がれき類（上記７種類の産業廃棄物に混入し処分するこ
とが必要であるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除
く）

破砕 4.4t/日

2720017607 S58.3.24 H29.4.26
貴島産業株式会社
代表取締役
中塚　聡

〒581-0844
大阪府東大阪市寿町一丁目６番
３５号
(0729-99-2112)

河内長野市小深１８５番ほか５筆
の一部
(0729-69-0115)

汚泥、動植物性残渣（いずれも肥料として再生利用でき
るものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

肥料化 80㎥/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕・圧
縮

50ｔ/日(廃プラス
チック類4.9t/日､
木くず26.9t/日)

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 10.6t/日

〒572-0812
大阪府寝屋川市新家一丁目８番
７号
(072-823-1373)

北口建設工業株式会社
代表取締役
北口  隆広

〒566-0055
大阪府摂津市新在家二丁目１番
１号
(06-6827-1010)

株式会社三高産業
代表取締役
宮脇　加代子

〒580-0032
大阪府松原市天美東二丁目８４
番地の６
(072-330-6006)

株式会社ダイトク
代表取締役
星山　健

松原市三宅西四丁目７３０番２ほ
か５筆

寝屋川市新家１丁目７５２番１
(072-823-1373)

摂津市新在家二丁目２８８番１ほ
か４筆
(06-6827-1010)

2720017163 H11.12.7 H33.12.6

2720017365 H18.3.28 H33.3.27

2720017608 S48.10.1 H31.5.11



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720017967 H12.7.21 H32.7.20
株式会社ガイアート
代表取締役
前山　俊彦

〒162-0814
東京都新宿区新小川町８番２７号
(03-5261-9211)
関西支店：大阪市西区靭本町1-
11-7信濃橋三井ビルディング7階
(06-6446-5880)

摂津市鳥飼本町二丁目１７番ほ
か２筆
(072-654-4779)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 320ｔ/日

木くず（チップ化できるものに限る）（石綿含有産業廃棄
物を除く）

破砕 36.5t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず､ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
7.5㎥/日(廃プラ
スチック類2.0t/
日､木くず3.0t/日)

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.0t/日

泉佐野市日根野３６５１番１ほか
２１筆
(072-467-2396)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
ガラスくず（廃石膏ボードに限る）（石綿含有産業廃棄物
を除く）

破砕

10.56㎥/日(廃プ
ラスチック類
2.55t/日､木くず
3.92t/日)

廃プラスチック類、金属くず､ガラスくず（いずれも廃蛍光
管に係るものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
4.3t/日(廃プラス
チック類0.215t/
日)

金属くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 0.7t/日

ガラスくず､がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.7t/日

貝塚市加神二丁目３６１番１、３６１
番２
(072-422-0295)

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕
4.0t/日(1.6t/日､
2.4t/日)

貝塚市加神二丁目９８９番２ほか２
筆

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.8t/日

2720020491 H4.2.28 H34.2.27
新光開発株式会社
代表取締役
坂本　裕之

〒550-0003
大阪市西区京町堀三丁目４番１１
号
(06-6443-0002)

松原市大堀四丁目５３６番１
(072-337-0100)

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 960t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕・
選別

21.8㎥/日(廃プラ
スチック類4.1t/
日､木くず4.7t/
日）､選別120㎥/
日

がれき類（上記７品目の産業廃棄物に混入して処分する
ことが必要であるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕 4.8t/日

2720022396 S54.11.27 H33.11.4
北川　博
　屋号
　（北川組）

〒581-0851
大阪府八尾市上尾町１丁目２９番
地
(072-999-3260)

八尾市上之島町北６丁目２１番１
(072-999-3260)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず、がれき類（ｺﾝｸﾘｰﾄ片及びｱｽﾌｧﾙﾄ
片を除く）（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

48.6㎥/日(廃プラ
スチック類4.8ｔ/
日、木くず4.8t/
日、がれき類
16.1t/日)

貝塚市加神二丁目９８９番２ほか２
筆
(0724-22-0295)

飯田建設工業株式会社
代表取締役
飯田　喜美男

株式会社丸六
代表取締役
神藤　信六

〔優良〕

株式会社フジタ
代表取締役
藤田　政明

〒592-0012
大阪府高石市西取石七丁目１４
番３８号
(072-264-4558)

川瀬産業株式会社
代表取締役
川瀬　幸久

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く）

〒597-0071
大阪府貝塚市加神二丁目２０番３
５号
(072-436-1030)

2.4t/日減容固化

泉佐野市日根野２９８３番１の一
部、２９８４番１の一部
(0724-67-2396)

大東市平野屋二丁目３９７番１ほ
か２筆
(072-870-4550)

〒574-0011
大阪府大東市北条三丁目１６番１
８－２０１号
(072-985-6012)

高石市高砂三丁目３６番２
(072-269-3222)

〒598-0021
大阪府泉佐野市日根野３６４０番
地
(072-467-2396)

2720018575 H18.1.23 H33.1.22

2720019548 H14.1.25 H33.1.24

2720020411
S63.11.8 H29.3.30

2720021491 H15.7.11 H30.7.10



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず
（廃プラスチック類、紙くず、木くず及びガラスくずは金
属くずに付着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄
物を除く）

圧縮・切
断

1728㎥/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず
（廃プラスチック類、紙くず、木くず及びガラスくずは金
属くずに付着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄
物を除く）

圧縮 1300㎥/日

金属くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 圧縮 24t/日

廃プラスチック類、木くず、繊維くず、ガラスくず（石綿含
有産業廃棄物を除く）

破砕

120.4㎥/日（廃プ
ラスチック類4.8t/
日、木くず4.7t/
日）

紙くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 35.6㎥/日

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 減容固化 1.2t/日

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く）

切断 64t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
除く）

圧縮 64t/日

汚泥（金属製品の研摩により生じたもので乾燥後物が金
属原料として再生できるものに限る）（石綿含有産業廃
棄物を除く）

乾燥 2.8㎥/日

2720025255 H7.7.12 H32.7.11
田中資材株式会社
代表取締役
田中　美好

〒566-0052
大阪府摂津市鳥飼本町二丁目４
番５４号
(072-654-2288)

摂津市鳥飼本町二丁目１６６番、
１８３番の一部
(072-654-2288)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 400t/日

2720025868 S63.3.22 H31.12.26
リサイクル協同組合
代表理事
福井　弘満

〒568-0097
大阪府茨木市大字泉原６５０番地
１
(072-649-0011)

茨木市大字泉原６５０番１ほか６
筆
(072-649-0011)

汚泥（生コン残渣に限る）、ガラスくず、がれき類（石綿含
有産業廃棄物を除く）

破砕 1600t/日

2720027024
H21.9.11

H31.9.10
株式会社エムテック
代表取締役
中谷　勝

〒547-0023
大阪市平野区瓜破南一丁目４番
５３号
(06-6701-7077)

松原市三宅中七丁目１２３９番
廃プラスチック類､紙くず､木くず、繊維くず（石綿含有産
業廃棄物を除く）

破砕・減
容固化

破砕23㎥/日（廃
プラスチック類4.6
ｔ/日、木くず4.8ｔ/
日）、減容固化
20.3㎥/日

2720027575 H16.10.20 H31.10.19
扶和メタル株式会社
代表取締役
勝山　正明

〒542-0074
大阪市中央区千日前一丁目４番
４号
(06-6213-6581)

八尾市北亀井町二丁目３９番２ほ
か３筆
(072-922-7509)

廃プラスチック類､金属くず､ガラスくず（廃プラスチック類
及びガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付着
しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮切断 123t/日

2720027919 H21.9.11 H31.9.10
辰巳環境開発株式会社
代表取締役
辰巳　秀司

〒571-0012
大阪府門真市江端町２１番３号
(06-6780-4153)

守口市東郷通１丁目１９番 廃プラスチック類（廃発砲スチロールに限る） 減容固化 0.8t/日

2720030207 S58.12.2 H32.12.2
日本磁力選鉱株式会社
代表取締役
原田　光久

〒802-0077
北九州市小倉北区馬借三丁目６
番４２号
(093-521-4455)

泉大津市東港町１５７番１
(0725-21-8973)

鉱さい（鉄鋼スラグに限る）（石綿含有産業廃棄物を除
く）

破砕 600t/日

貝塚市橋本１９番６ほか２１筆
(072-432-5552)

〒590-0821
堺市堺区大仙西町六丁１８１番地
の１
(072-241-4018)

〒640-8411
和歌山県和歌山市梶取１３番地
の１
(0734-55-3111)

株式会社米田商店
代表取締役
米田　増己

高石市高砂三丁目６４番１、６４番
２
(072-268-3338)

安田金属興業株式会社
代表取締役
安田　英雄

大阪故鉄株式会社
代表取締役
矢追　徹夫

大東市諸福７丁目４６４番３ほか３
筆
(072-874-9861)

〒559-0026
大阪市住之江区平林北一丁目２
番２２号
(06-6681-5761)

H16.5.20 H31.5.19

2720023366 H22.7.20 H32.7.19

2720023812 S59.2.6 H29.5.5

2720022927



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720030951 H17.3.28 H32.3.27
関西故金属株式会社
代表取締役
眞　光晟

〒576-0054
交野市幾野六丁目３４番２号
(072-891-1693)

交野市郡津二丁目１２８６番１の
一部
(-)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
9.7㎥/日(廃プラ
スチック類0.97t/
日､木くず4.8t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

8.8㎥/日(廃プラ
スチック類3.0t/
日、木くず4.8t/
日)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（いずれも電気
機器類に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
2.8t/日(廃プラス
チック類1.1t/日)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（いずれも廃蛍
光管に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
2.4t/日(廃プラス
チック類0.025t/
日)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずについては再生利用を目的とした金属
くずに付着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物
を除く）

圧縮 63.2t/日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずについては再生利用を目的とした金属
くずに付着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物
を除く）

圧縮･切
断

256t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず（廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、
ガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付着して
いるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮・切
断

231.7t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず（廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、
ガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付着して
いるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 201.7t/日

2720032427 H23.7.14 H33.7.13
坂本タイヤ工業株式会社
代表取締役
坂本　正彦

〒639-2257
奈良県御所市大字小殿288番地
（0745-66-2174）

柏原市円明町1000番75
（0745-66-2174）

廃プラスチック類（廃タイヤに限る）、ゴムくず、金属くず
（ゴムくず、金属くずは廃タイヤに含まれているものに限
る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

切断 21.7t/日、4.8t/日

廃プラスチック類、紙くず、金属くず（石綿含有産業廃棄
物を除く）

圧縮 1.0ｔ/日

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 溶融 0.4ｔ/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

選別
・破砕

32.0㎥/日(廃プラ
スチック類4t/日､
木くず16t/日)

繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 12.3㎥/日

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.8t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

減容
固化

20.0t/日

2720032699 S63.12.14 H33.12.13
協和道路株式会社
代表取締役
青木　明良

〒538-0041
大阪市鶴見区今津北二丁目３番
２６号
(06-6969-1661)

門真市東田町６９４番ほか４筆
(06-6908-0082)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 400ｔ/日

株式会社マルサン
代表取締役
塩見　賴彦

〔優良〕

〒564-0063
大阪府吹田市江坂町三丁目４８
番５１号
(06-6190-2567)

泉北郡忠岡町高月南３丁目１番４
ほか９筆の一部
(0725-43-2245)

〒590-0071
堺市堺区北向陽町一丁２番２８号
(072-228-1777)

株式会社近畿プレス
代表取締役
宮地　義幸

寝屋川市高宮一丁目１０３番ほか
２筆
(0729-87-1151)

〒579-8037
大阪府東大阪市新町９番２４号
(0729-87-1151)

中辻産業株式会社
代表取締役
中辻　恒文

摂津市東別府三丁目７２６番１ほ
か１９筆の一部
(06-6349-3830)

2720031509 H11.5.28 H31.5.27

2720031916 H16.6.30 H31.6.29

2720032563 H3.7.17 H30.7.16



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類､ゴムくず､金属くず､ガラスくず（廃プラ
スチック類､ゴムくず及びガラスくずは再生利用を目的と
した金属くずに付着しているものに限る）（石綿含有産業
廃棄物を除く）

圧縮･切
断

58.4t/日

廃プラスチック類､ゴムくず､金属くず､ガラスくず（廃プラ
スチック類､ゴムくず及びガラスくずは再生利用を目的と
した金属くずに付着しているものに限る）（石綿含有産業
廃棄物を除く）

圧縮･切
断

24t/日

2720033300 H13.12.28 H33.12.27
有限会社シャルムズ
代表取締役
中島　豊次

〒638-0821
奈良県吉野郡大淀町大字下渕１
３８４番地の７
(0747-52-8878)

羽曳野市駒ヶ谷２番４の一部
(0729-50-1381)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
8㎥/日(廃プラス
チック類2.8t/日､
木くず4.4t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
173.7㎥/日(廃プ
ラスチック類4.3t/
日､木くず4.7t/日)

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.8t/日

高石市高砂３丁目７５番
(072-269-3600)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕・選
別

40㎥/日(廃プラス
チック類3.6t/日､
木くず4.8t/日）

高石市高砂３丁目７８番
(072-269-3600)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕

2,299㎥/日(廃プ
ラスチック類
119.0t/日､木くず
120.1t/日、がれき
類139.5t/日）

2720035606 H7.12.1 H32.11.30
北生駒産廃事業協同組合
代表理事
植田　直子

〒574-0012
大阪府大東市大字龍間９９６番地
(072-869-0030)

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（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 720t/日

汚泥（再生利用可能な建設汚泥及び生コン残渣物に限
る）（固化物に限る）、ガラスくず、がれき類（石綿含有産
業廃棄物を除く）

破砕 280ｔ/日

汚泥（再生利用可能な建設汚泥及び生コン残渣物に限
る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

固化 360㎥/日

2720035961 H14.8.9 H29.8.8
株式会社摂津産業
代表取締役
藤本　弘美

〒566-0061
大阪府摂津市鳥飼八町二丁目１
０番１４号
(072-632-8805)

摂津市鳥飼八町二丁目５６７番ほ
か３筆
(072-632-8805)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
12.3㎥/日(廃プラ
スチック類 3.4t/
日､木くず4.2t/日)

2720037351 H8.2.27 H33.2.26
奥田建材株式会社
代表取締役
奥田　順也

〒598-0091
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺１１６
３番地の１
(072-466-5262)

泉南郡田尻町大字嘉祥寺１１６３
番１の一部
(072-466-5262)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有
産業廃棄物を除く）

破砕
9.6㎥/日(廃プラ
スチック類3.8t/
日､木くず4.5t/日)

紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 焼却
3.5t/日(440kg/
時)

廃プラスチック類､紙くず､木くず､繊維くず（石綿含有産
業廃棄物を除く）

破砕

8.0㎥/日（廃プラ
スチック類1.6t/
日､木くず4.0t/
日）

株式会社泰幸
代表取締役
田中　泰雄

〒581-0852
大阪府八尾市西高安町一丁目５
５番地
(072-998-2941)

貝塚市海塚３７番１ほか５筆
(072-432-6731)

八尾市西高安町一丁目５５番地
ほか４筆
(072-998-2941)

株式会社梶本商店
代表取締役
梶本　篤志

株式会社植田建設
代表取締役
植田　直子

株式会社門田商店
代表取締役
門田　寿

〒574-0012
大阪府大東市大字龍間９９６番地
(072-869-0624)

〒597-0043
大阪府貝塚市橋本９５０番地
(072-431-8128)

〒592-8333
堺市西区浜寺石津町西一丁２番
２８号
(072-241-9500)

大東市大字龍間１０７５番の一部
(072-869-0624)

貝塚市橋本９５０番１ほか６筆
(072-431-8128)

〒597-0083
大阪府貝塚市海塚３８番地
(072-432-6731)

株式会社ワーク
代表取締役
上野　新一

2720032807 H16.10.29 H31.10.28

2720035553 H27.7.31 H32.7.30

2720035605 H16.5.24 H31.5.23

2720035818 H15.2.17 H30.2.16

2720037996 H10.8.6 H32.8.5



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720038163 H18.3.7
H28.3.6

（更新手続き中）

株式会社木下組
代表取締役
木下　順司

〒574-0012
大阪府大東市大字龍間９４7番地
(072-869-0588)

大東市大字龍間９４７番、９４８番
の一部
(072-869-0588)

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 焼却
4.8t/日(600kg/
時)

2720038450 H8.3.15 H33.3.14
株式会社エムテック
代表取締役
松井　十三

〒584-0005
大阪府富田林市喜志町五丁目７
番３号
(0721-26-1244)

南河内郡千早赤阪村大字水分９
６７番甲
(0721-72-1360)

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 400t/日

2720038611 H8.3.19 H33.3.18

協同組合大阪南部リサイク
ルセンター
代表理事
山本　英一

〒584-0008
大阪府富田林市大字喜志２６４５
番地の４
(0721-26-0695)

富田林市大字喜志２５９４番１の
一部ほか４筆
(0721-26-0695)

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 720t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
9.0㎥/日(廃プラ
スチック類3.1t/
日､木くず4.9t/日)

がれき類（上記７品目の産業廃棄物に混入して処分する
ことが必要であるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕 4.1t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず（石綿含有産業廃棄物
を除く）

破砕

8.0㎥/日
（廃プラスチック類
2.8t/日、木くず
4.4t/日）

金属くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 21.0㎥/日

金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 18.4㎥/日

2720043533 H18.8.29 H33.8.28
株式会社川村工務店
代表取締役
川村　悟司

〒575-0051
大阪府四條畷市中野本町２番１６
号
(072-876-0341)

四條畷市中野本町６３６番１、６３６
番２
(072-876-0341)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

12.8㎥/日（廃プラ
スチック類4.5t/
日､木くず4.2t/
日）

2720045710 H18.6.16 H33.6.15
有限会社ピージーエム
代表取締役
河野　俊二

〒590-0025
堺市堺区向陵東町一丁目３番５
号
(072-257-6511)

富田林市大字喜志２４３８番２の
一部

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず
（廃石膏ボード又は廃グラスウールに限る）（石綿含有産
業廃棄物を除く）

破砕

12.8㎥/日(廃プラ
スチック類4.5t/
日､木くず4.2t/
日）

2720046383 H4.3.23 H29.3.22
タツミ合成株式会社
代表取締役
呉本　満善

〒544-0003
大阪市生野区小路東四丁目９番
１３号
(06-6756-8411)

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（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.0t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
44㎥/日(廃プラス
チック類4.4t/日､
木くず22.1t/日)

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 240t/日

がれき類（上記６品目に混入し、処分することが必要で
あるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 4.0t/日

松園建設株式会社
代表取締役
松園　一樹

株式会社今西商店
代表取締役
今西　佳男

有限会社マツケン
代表取締役
髙橋　五郎

茨木市宮島三丁目１６７６番１、１６
７６番４、１６７９番１
(072-654-2223)

〒567-0853
大阪府茨木市宮島二丁目８番４７
号
(072-653-1010)

〒531-0062
大阪市北区長柄中三丁目9番7
号
（06-6351-6589）

門真市四宮６丁目２７１番
(072-887-1788)

〒571-0016
大阪府門真市島頭二丁目１３番１
８号
(072-887-2106)

摂津市鳥飼本町2丁目16番
（072-653-6589）

2720041591 H13.9.10 H33.9.9

2720043461 H23.4.26 H33.4.25

2720046547 H9.3.12 H29.3.11



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず（石綿含
有産業廃棄物を除く）

破砕
12.6㎥/日(廃プラ
スチック類3.8t/
日､木くず5.5t/日)

廃プラスチック類（発泡スチロールに限る）（石綿含有産
業廃棄物を除く）

減容固化 288㎥/日

八尾市太田新町四丁目１５４番
２、１５５番２
(072-920-2816)

廃プラスチック類、紙くず、木くず（石綿含有産業廃棄物
を除く）

破砕・減
容固化

4.6ｔ/日(廃プラス
チック類4.4t/日､
木くず4.8t/日)

2720047935 S61.5.20 H31.5.19

関西商事株式会社
代表取締役
船越　登

〔優良〕

〒532-0031
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（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 150t/日

大東市深野五丁目４５９番ほか４
筆
(072-870-3555)

廃油（廃食用油、動物性油脂に限る）（石綿含有産業廃
棄物を除く）

油水分離 9.3㎥/日

大東市新田北町８４番
廃油（廃食用油、動物性油脂に限る）（石綿含有産業廃
棄物を除く）

油水分離 30㎥/日

2720050659 H16.6.30 H31.6.29
栄興業株式会社
代表取締役
下平　眞理

〒574-0076
大阪府大東市曙町６番１８号
(072-872-2851)

大東市曙町１０２番ほか２筆
(072-872-2851)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付
着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮・切
断

146.9t/日

2720052295 H15.1.29 H30.1.28
株式会社環境総合テクノス
代表取締役
中山　崇

〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町一丁
目３番５号
(06-6263-7312)

交野市東倉治三丁目１５２４番１
ほか１筆の一部
(06-6263-7312)

廃酸、廃アルカリ（石綿含有産業廃棄物を除く） 中和 18㎥/日

2720053400 H27.3.10 H32.3.9
大通運輸株式会社
代表取締役
木村　重治

〒574-0052
大阪府大東市新田北町５番１４号
(072-806-1101)

大東市新田北町１４５番１ほか１筆
の一部
(072-806-1101)

金属くず（廃電柱に含まれるものに限る）、がれき類（廃
電柱に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 44.0t/日

2720056042 H15.11.19 H30.11.18
利川産業株式会社
代表取締役
利川　明男

〒581-0091
大阪府八尾市南植松町三丁目９
番地
(072-922-3992)

八尾市南植松町三丁目９番
(072-922-3992)

廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず（廃プラ
スチック類、木くず及びガラスくずは再生利用を目的とし
た金属くずに付着しているものに限る）（石綿含有産業
廃棄物を除く）

圧縮・切
断

40t/日

2720056560 H23.8.19 H33.8.18
株式会社梨本商店
代表取締役
梨本　漢鴻

〒639-2113
奈良県葛城市新町257番地5
（0745-69-7410）

富田林市中野町東一丁目27番
3、27番5
（0721-26-1157）

廃プラスチック類（廃OA機器を除く）、紙くず、木くず（廃
パレットを除く）、繊維くず、ゴムくず、金属くず（廃OA機
器を除く）、ガラスくず（廃OA機器を除く）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

8.8㎥/日
（廃プラスチック類
3.1t/日、木くず
4.0t/日）

2720057844 H21.1.13 H31.1.12
有限会社ダイシン
代表取締役
森髙　緑

〒581-0856
大阪府八尾市水越一丁目９０番
地
（072-941-3652）

八尾市水越一丁目８９番、９０番
（072-941-3652）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

10.5㎥/日
（廃プラスチック類
3.6t/日、木くず
3.9t/日）

〒574-0072
大阪府大東市深野五丁目４番２２
号
(072-870-3555)

植田油脂株式会社
代表取締役
植田　良次

株式会社ウエダ
代表取締役
上田　雅人

〒581-0039
八尾市太田新町五丁目１８０番地
(072-966-4639)

八尾市太田新町五丁目１８０番地
(072-920-2816)

2720046839 H12.7.5 H32.7.4

2720048450 H11.2.17 H31.2.16



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
12.3㎥/日(廃プラ
スチック類3.4t/
日､木くず4.2t/日)

ガラスくず、がれき類（他の建設系７品目に混入し、処
分することが必要であるものに限る）（石綿含有産業廃
棄物を除く）

破砕 4.8t/日

廃プラスチック類､紙くず､木くず､金属くず､ガラスくず
（金属くず以外は再生利用を目的とした金属くずに付着
しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮・切
断

182t/日

廃プラスチック類､紙くず､木くず､金属くず､ガラスくず
（金属くず以外は再生利用を目的とした金属くずに付着
しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮・切
断

265t/日

廃プラスチック類､紙くず､木くず､金属くず､ガラスくず
（金属くず以外は再生利用を目的とした金属くずに付着
しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 140t/日

廃プラスチック類、金属くず（石綿含有産業廃棄物を除
く）

破砕
10㎥/日(廃プラス
チック類4t/日)

木くず、金属くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕
9㎥/日（木くず
4.5t/日）

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）、ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄
物を除く）

破砕 840t/日

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）（石綿含有産業廃棄物を除く）

固化 81.1㎥/日

廃プラスチック類（原料として再生できるものに限る）（発
泡プラスチックに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

減容固化
1.4ｔ/日
（0.64+0.16+0.64t
/日）

廃プラスチック類（原料として再生できるものに限る）（石
綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
4.0ｔ/日
（1.2+2.8t/日）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず

破砕

24.8㎥/日
（廃プラスチック類
3.7t/日、木くず
4.2t/日）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず 減容固化 7.7㎥/日

2720067037 H14.5.7 H29.5.6
株式会社一城
代表取締役
中田　幸司

〒563-0035
大阪府池田市豊島南一丁目１３
番２１号
(072-762-4400)

池田市豊島南一丁目３５３番１、３
５４番２
(072-762-4400)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
12.1㎥/日(廃プラ
スチック類3.4t/
日､木くず4.5t/日)

2720067222 H12.6.29 H32.6.28

大阪・泉州建廃処理事業
株式会社
代表取締役
上山　博司

〒594-1115
大阪府和泉市平井町８６１番３
(0725-53-0222)

和泉市平井町８６１番３、８６１番２
７の一部
(0725-53-0222)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 880t/日

2720070699 H16.6.14 H31.6.13
有限会社シンエイサービス
代表取締役
神野　一郎

〒572-0038
大阪府寝屋川市池田新町１９番２
０号
(072-826-5032)

寝屋川市池田新町４９番１ほか４
筆
(072-826-5032)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずは金属くずに付着したものに限る）（石
綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 1440㎥/日

〒547-0011
大阪府大阪市平野区長吉出戸七
丁目１５番８号

株式会社徳山商事
代表取締役
徳山　正男

錦城　裕仁
　屋号
　（錦城商店）

株式会社大守商店
代表取締役
大守　博久

安川重男
　屋号
　（栗本SUN衛生）

〒635-0141
奈良県高市郡高取町大字与楽１
３２８番地２

〒581-0039
大阪府八尾市太田新町３丁目９９
番地
(072-949-3432)

〒577-0055
大阪府東大阪市長栄寺２１番２２
号
(06-6781-0782)

村野建材株式会社
代表取締役
村野　雅宏

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

〔優良〕

八尾市福栄町４丁目２５番ほか１
筆
(072-999-2801)

柏原市国分東条町４０００番１ほ
か２筆の一部
(072-977-6666)

〒582-0023
大阪府柏原市国分東条町２６番
１５号
(072-977-6666)

〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東三丁
目１６番３４号
(0725-22-2644)

八尾市南亀井町五丁目２番３ほ
か8筆
(072-993-3726)

八尾市太田新町３丁目９８番ほか
２筆
(072ｰ949-3432)

貝塚市王子３２５番２、３２５番５
(072-438-5330)

八尾市西高安町５丁目３２番１

2720057913 H17.5.17 H34.5.16

2720059345 H17.2.7 H32.2.6

2720059484 H11.2.26 H31.2.25

2720063529 H11.9.27 H31.9.26

2720063532 H14.10.1 H29.9.30

2720066527 H23.11.28 H33.11.27



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720070956 H21.4.16 H31.4.15
株式会社筑田商店
代表取締役
筑田　千草

〒550-0025
大阪市西区九条一丁目２７番２０
号
(06-6581-7189)

大東市平野屋二丁目３４２番１１、
３４、３８
(072-874-2048)

廃油（廃食用油に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く） 油水分離 6.7㎥/日

2720071471 H17.4.26 H32.4.25
株式会社春田商店
代表取締役
春田　道正

〒567-0836
大阪府茨木市目垣三丁目１８番１
１号
(0726-35-3908)

摂津市鳥飼中二丁目１０１１番
(0726-54-8451)

廃プラスチック類､紙くず､木くず､金属くず､ガラスくず
（金属くず以外は再生利用を目的とした金属くずに付着
しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 5.4t/日

2720071650 H14.12.20 H29.12.19
有限会社ウチダ
代表取締役
内田　惠三

〒581-0035
大阪府八尾市西弓削三丁目５１
番２号
(072-949-8881)

八尾市西弓削三丁目５１番２号
(072-949-8881)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（石綿含有産業
廃棄物を除く）

破砕 1.2ｔ/日

2720072070 H16.9.1 H31.8.31
アルテックス株式会社
代表取締役
山本　一浩

〒570-0054
大阪府守口市大枝西町２番９号
(06-6997-0343)

守口市大枝西町７５番
(06-6997-0343)

廃プラスチック類､紙くず､木くず､金属くず､ガラスくず
（廃プラスチック類､紙くず､木くず及びガラスくずは再生
利用を目的とした金属くずに付着しているものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮切断 43.2t/日

2720075529 H21.12.17 H33.12.16

ユニクル株式会社
代表取締役
入江　真太郎
〔優良〕

〒567-0865
大阪府茨木市横江二丁目９番４
５号
(072-630-6720)

茨木市横江二丁目２０４０番
(072-630-6720)

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類、ガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付着
しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 146t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有
産業廃棄物を除く）

減容
固化

3.76ｔ/日

ゴムくず、金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕 80ｔ/日

ガラスくず（廃石膏ボード又は廃石膏粉に限る）（石綿含
有産業廃棄物を除く）

破砕 103.4t/日

ガラスくず（廃石膏ボード又は廃石膏粉に限る）（石綿含
有産業廃棄物を除く）

乾燥 678t/日

2720080852 H18.8.25 H33.8.24
株式会社前田造園
代表取締役
前田　浩司

〒573-1134
大阪府枚方市養父丘一丁目２番
２６号
(072-809-2210)

交野市青山二丁目２６４2番１ほか
8筆
(-)

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 212t/日

2720081279 H14.11.1 H29.10.31
株式会社宮脇興業
代表取締役
宮脇　進

〒621-0126
京都府亀岡市西別院町犬甘野竜
頭谷７番地
(0771-27-2778)

豊能郡能勢町野間出野３４６番ほ
か２筆の一部
(072-737-0672)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 640t/日

2720081823 H14.1.24
H29.1.23

（更新手続き中）

株式会社福樹園
代表取締役
武部　圭作

〒557-0012
大阪市西成区聖天下一丁目７番
１０号
(06-6654-6380)

南河内郡千早赤阪村大字森屋６
６２番１
(0721-72-1759)

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 77t/日

2720098405 H15.5.9 H30.5.8
株式会社ラルス
代表取締役
藤中　秀基

〒566-0052
大阪府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７１９番
(0726-53-8806)

ガラスくず（石膏ボードに限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕 16t/日

2720099939 H14.11.27 H29.11.26
杉本　英臣
　屋号
　（杉本商店）

〒585-0041
大阪府南河内郡千早赤阪村大字
水分５０４番地１
(0721-72-0390)

南河内郡千早赤阪村大字水分５
０４番１の一部ほか2筆
(0721-72-0390)

廃プラスチック類（原料として再利用できるものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 3.8ｔ/日

関西製紙原料事業協同組
合
代表理事
山上　春美

チヨダウーテ株式会社
代表取締役
平田　晴久

〒510-8003
三重県四日市市住吉町15番2号
(059-363-5555)

〒595-0814
大阪府泉北郡忠岡町新浜一丁目
１番１５号
(0724-30-0381)

泉北郡忠岡町新浜一丁目１番１５
(0724-30-0381)

貝塚市港１１番８、１６番１
(-)

2720076532 H13.6.20 H33.6.19

2720077037 H27.8.11 H32.8.11



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720101324 H15.1.14 H30.1.13
坂本　利夫
　屋号
　（坂本粉砕工業所）

〒581-0832
大阪府八尾市堤町３丁目２５番地
の６
(072-922-8003)

八尾市西弓削二丁目２１２番２、２
１２番４
(072-948-1836)

廃プラスチック類（原料として再利用できるものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 2.0ｔ/日

金属くず（廃ドラム缶に限る）（石綿含有産業廃棄物を除
く）

再生 35.2t/日

廃プラスチック類（廃ドラム缶から発生するものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 4.8t/日

和泉市東阪本町５５番・５６番合併
１ほか２筆
(0725-44-9808)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
ガラスくず（廃石膏ボードに限る）（石綿含有産業廃棄物
を除く）

破砕
9.6㎥/日(廃プラ
スチック類3.4t/
日､木くず4.8t/日)

和泉市東阪本町５５番・５６番合併
１ほか２筆
(0725-44-9808)

廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、ガラスくず、金属く
ず（金属くず以外の品目は再生利用を目的とした金属く
ずに付着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

圧縮 14.4t/日

和泉市室堂１６０番４
(0725-44-9808)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 180ｔ/日

2720102516 H17.5.2 H32.5.1
有限会社福商リサイクル
代表取締役
平尾　道哉

〒581-0852
大阪府八尾市西高安町五丁目３
２-４
(072-995-3196)

八尾市西高安町五丁目３２番４
(072-995-3196)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず､ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
15.4㎥/日(廃プラ
スチック類1.9t/
日､木くず4.6t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

減容固化

37.5t/日（廃プラ
スチック類45ｔ/
日、木くず79.5ｔ/
日）

ガラスくず、がれき類（建設工事から排出された金属くず
以外の６品目に混入したもので、処分することが必要で
あるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 24t/日

廃プラスチック類､木くず､金属くず､ガラスくず（金属くず
以外については再生利用を目的とした金属くずに付着
したものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 86.4㎥/日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（石綿含有産業
廃棄物を除く）

破砕
91.3㎥/日(廃プラ
スチック類2.7t/
日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
7.7㎥/日(廃プラ
スチック類2.0t/
日､木くず2.4t/日)

2720103151 H15.3.28 H30.3.27
株式会社ヨシテック
代表取締役
吉井　篤

〒594-1125
大阪府和泉市善正町２１０番地
(0725-90-3308)

和泉市善正町２１０番１
(0725-90-3308)

廃プラスチック類（再生利用可能なものに限る）（石綿含
有産業廃棄物を除く）

破砕 1.0ｔ/日

有限会社田中企画
取締役
田中　茂年

〔優良〕

〒594-0051
大阪府和泉市東阪本町５１３番地
(0725-44-9808)

〒536-0014
大阪府大阪市城東区鴫野西五丁
目１９番２９号
(06-6961-3051)

ジャパン環境サービス株式
会社
代表取締役
泉谷　ゆかり

山本容器株式会社
代表取締役
山本　担廣

株式会社STC．
代表取締役
原田　大助

〒573-0128
大阪府枚方市津田山手一丁目５
７番８号
(072-858-2333)

交野市星田北一丁目３２３番、３
２４番１

〒566-0051
大阪府摂津市安威川南町３番１５
号
(072-654-2740)

泉大津市臨海町一丁目１６番
(0725-22-5315)

摂津市安威川南町１０９６番１ほか
５筆
(072-654-2740)

2720101436 H15.1.7 H30.1.6

2720101469 H15.1.24 H30.1.23

2720102871 H15.5.16 H30.5.15

2720103042 H15.5.30 H34.5.29



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず､ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
10.7㎥/日(廃プラ
スチック類3.7t/
日､木くず4.5t/日)

がれき類（上記７品目の産業廃棄物に混入して処分する
ことが必要であるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕
2.5㎥/日(がれき
類4.0t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず､ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕・選
別

破砕9.7㎥/日(廃
プラスチック類
2.9t/日､木くず
4.8t/日)、選別
162㎥/日

がれき類（上記７品目の産業廃棄物に混入して処分する
ことが必要であるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕 3.5ｔ/日

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 240t/日

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 堆肥化 1.0t/日

2720105223 H21.5.18 H31.5.17
北本興産有限会社
取締役
北本　賢治

〒574-0051
大阪府大東市新田境町３番３６号
（072-874-4404）

大東市新田境町３番２
（072-874-4404）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

10.1㎥/日（廃プラ
スチック類3.0t/
日、木くず4.0t/
日）

2720105803 H20.2.22 H30.2.21
大神有限会社
取締役
大神　光章

〒580-0021
大阪府松原市高見の里四丁目７
８９番地の１
（072-331-2197）

松原市高見の里四丁目７８７番2
ほか２筆の一部
（072-331-2197）

廃油（廃ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙに限る）（石綿含有産業廃棄物を除
く）

油水分離 4.0㎥/日

2720109268 H16.2.9 H31.2.8
有限会社アヴリル
代表取締役
東谷　淳二

〒598-0035
大阪府泉佐野市南中樫井５９５番
地の７
(072-465-4451)

泉佐野市南中樫井６６２番１
(072-465-4451)

廃プラスチック類、ガラスくず（廃石膏ボードに限る）（石
綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
廃プラスチック類
4.8t/日、ガラスく
ず12.0t/日

2720109856 H23.6.3 H33.6.2
広洋興産有限会社
代表取締役
岸　小三郎

〒597-0051
大阪府貝塚市王子42番地の3
（072-430-5779）

貝塚市王子42番3
（072-430-5779）

廃油（石綿含有産業廃棄物を除く） 油水分離 9.4㎥/日

2720110851 H16.5.17 H31.5.16
株式会社飯田商店
代表取締役
飯田　高志

〒590-0985
大阪府堺市堺区戎島町一丁９番
地
(0722-32-4200)

和泉市上代町１２４６番１ほか7筆
(0725-46-4345)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
42.5㎥/日(廃プラ
スチック類4.2t/
日､木くず4.2t/日)

2720111549 H16.6.23 H31.6.22
有限会社森田商店
代表取締役
森田　政春

〒580-0032
大阪府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５７番１ほか
３筆（072-336-2220)

廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず（廃プラスチック類､木くず、ゴムくず及びガラスくずは
再生利用を目的とした金属くずに付着しているものに限
る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 5.2t/日

株式会社都市樹木再生セ
ンター
代表取締役
東野　隼士

2720103156
有限会社中筋建材店
代表取締役
中筋　善一

H20.10.8 H30.10.7

株式会社高産
代表取締役
髙田　昌佐己

大東市大字龍間１１９５番地ほか４
筆
(072-869-0365)

〒581-0039
八尾市太田新町七丁目184番地
(072-920-7990)

〒597-0083
大阪府貝塚市海塚１０８番地
(072-432-3466)

〒574-0012
大阪府大東市大字龍間６９８番地
(072-869-0365)

泉佐野市鶴原３１４番５、３２０番１
(072-436-3018)

八尾市太田新町七丁目184番ほ
か2筆

2720103154 H24.1.23
H29.1.22

（更新手続き中）

H32.9.3H15.9.42720103484



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付
着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮･切
断

64.8t/日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付
着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 64.0t/日

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（廃プラスチック
類及びガラスくずは再生利用を目的とした金属くずに付
着しているものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

圧縮 77.7t/日

2720113443 H18.1.20 H33.1.19
旭宝紙業株式会社
代表取締役
右松　久男

〒571-0002
大阪府門真市岸和田四丁目１番
１０号
(072-881-8901)

摂津市鳥飼本町三丁目５３番
(072-654-1861)

廃プラスチック類（発泡プラスチック類に限る）（石綿含有
産業廃棄物を除く）

減容
固化

0.48t/日

2720113467 H16.11.8 H31.11.7
株式会社クリーンセンター
代表取締役
新子　邦子

〒580-0032
大阪府柏原市国分東条町４３３１
番地の４
(072-976-1671)

柏原市国分東条町４３３１番４
(072-976-1671)

廃油（有機塩素系廃溶剤に限る）（石綿含有産業廃棄
物を除く）

蒸留
6.4㎥/日（3.2㎥/
日×2基）

2720114420 H16.10.26 H35.10.25

株式会社クリーンステージ
代表取締役
上山　博司

〔優良〕

〒594-1144
大阪府和泉市テクノステージ二
丁目３番３０号
(0725-51-3933)

和泉市テクノステージ二丁目３番
１０号、３番１２号
(0725-51-3933)

燃え殻､汚泥､廃油､廃酸､廃アルカリ､廃プラスチック類､
紙くず､木くず､繊維くず､動植物性残さ､ゴムくず､金属く
ず､ガラスくず､鉱さい、がれき類､ばいじん､処分するた
めに処理したもの（令第２条第１３号廃棄物）（石綿含有
産業廃棄物を含む）

焼却・溶
融（ガス化
改質・溶
融方式）

95t/日（汚泥54t/
日､廃油32t/日､
廃プラスチック類
33t/日、石綿含有
産業廃棄物28ｔ/
日）

2720116096 H17.8.1 H32.7.31
堺土木工事業協同組合
代表理事
兼子　謙一

〒594-1122
大阪府和泉市北田中町５０６番地
(0725-90-3456)

和泉市北田中町５０６番ほか４筆
の一部
(0725-90-3456)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 416t/日

廃油（タールピッチ類を除く）（石綿含有産業廃棄物を除
く）

蒸留 0.85㎥/日

廃油（タールピッチ類を除く）（石綿含有産業廃棄物を除
く）

油水分離 5㎥/日

廃プラスチック類（発泡プラスチックに限る）（石綿含有産
業廃棄物を除く）

減容固化 0.64ｔ/日

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 1.65ｔ/日

2720120276 H18.10.2 H33.10.1
株式会社トウチュウ
代表取締役
森田　勉司

〒470-3235
愛知県知多郡美浜町大字野間字
中新田５番地
(0569-87-1111)

泉大津市臨海町一丁目４７番
(0725-21-6351)

鉱さい（鋳物砂に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く） 焙焼 96t/日

2720122012 H17.10.4 H32.10.3
小島養殖漁業生産組合
理事
田中　映治

〒599-0314
大阪府泉南郡岬町多奈川小島８
１５番地
(072-438-6414)

岸和田市臨海町１６番１
(072-438-6414)

動植物性残渣（魚腸骨に限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

飼料化 300ｔ/日

〒571-0017
大阪府門真市四宮四丁目２番４１
号
（072-883-0561）

大阪紙業株式会社
代表取締役
立川　幸治

協栄プレス株式会社
代表取締役
島田　和弘

2720117890
加地商事株式会社
代表取締役
加地　正文

〒571-0015
門真市三ツ島五丁目8番25号
(072-887-5429）

門真市四宮６丁目４番、５番
（072-883-0561）

〒544-0015
大阪府大阪市生野区巽南三丁目
７番８号
(06-6792-3473)

門真市三ツ島五丁目8番25号
(072-887-5429）

八尾市太田新町九丁目１０８番１
ほか５筆
(072-948-0601)

2720111843 H16.6.30 H31.6.29

H23.9.14 H33.9.13

2720119466 H24.2.16
H29.2.15

（更新手続き中）



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
9.0㎥/日(廃プラ
スチック類3.8t/
日､木くず4.7t/日)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（廃プラスチック類、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、ガラスくずについては再生利用
を目的とした金属くずに付着しているものに限る）（石綿
含有産業廃棄物を除く）

圧縮 12.7㎥/日

廃プラスチック類（原料として再利用できるものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕 3.2t/日

廃プラスチック類（原料として再利用できるものに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

減容固化 2.0t/日

2720125960 H19.6.11 H29.6.10
株式会社近代エコテック
代表取締役
岸本　慎

〒581-0039
大阪府八尾市太田新町八丁目１
３４番地
(072-948-2087)

八尾市太田新町八丁目１３４番地
(072-948-2087)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず､ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
12.3㎥/日(廃プラ
スチック類3.4t/
日､木くず4.2t/日)

ガラスくず（廃石膏ボード又は廃石膏粉に限る）（石綿含
有産業廃棄物を除く）

破砕 48t/日

ガラスくず（廃石膏ボード又は廃石膏粉に限る）（石綿含
有産業廃棄物を除く）

乾燥 48t/日

2720129385 H18.12.28 H33.12.27
有限会社大武開発
代表取締役
辻本　大

〒585-0011
大阪府南河内郡河南町大字寺田
２０７番地の１
(0721-90-3177)

南河内郡河南町大字寺田２０８番
４ほか２筆
(0721-93-4230)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

14.2㎥/日(廃プラ
スチック類4.7t/
日､木くず4.1t/
日）

2720132564 H24.5.17 H29.5.16
株式会社エヌ・エヌ・シー
代表取締役
辻　智行

〒596-0113
大阪府岸和田市河合町1396番
地の1
（072-447-1340）

岸和田市木材町11番5の一部
(072-433-0009)

ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 480t/日

2720137173 H19.8.30 H29.8.29
株式会社嶋化成
代表取締役
髙山　斗生

〒580-0046
大阪府松原市三宅中七丁目３番
２７号
（072-338-0325）

松原市三宅中七丁目１２０２番地
１０
（072-338-0325）

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.0t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

170.0㎥/日
（廃プラスチック類
19.2t/日、木くず
52.2t/日）

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 １４．７t/日

2720140640 H20.2.13 H30.2.12
株式会社大口油脂
代表取締役
島村　日出夫

〒567-0819
大阪府茨木市
片桐町７番３号
(072-624-7227)

茨木市蔵垣内
一丁目２１５番２の一部
(072-624-7227)

廃油（廃食用油に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）
油水
分離

9.5㎥/日

2720141638 H20.6.4 H30.6.3
株式会社ケイエフアイ
代表取締役
小川　均

〒531-0077
大阪市北区大淀北一丁目4番26
号
（06-6451-1180）

岸和田市新港町9番2、9番5の一
部
（072-437-6400）

ガラスくず（廃石膏ボードに限る）（石綿含有産業廃棄物
を除く）

破砕 29t/日

汚泥（建設汚泥に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く） 流動化 634㎥/日

汚泥（建設汚泥に限る）（石綿含有産業廃棄物を除く） 脱水 325㎥/日

〒559-0031
大阪府大阪市住之江区南港東三
丁目１番２号
(06-6612-8100)

大阪都市開発株式会社
代表取締役
村尾　拓也

株式会社三和
代表取締役
共田　義夫

株式会社エコワークス
代表取締役
中筋　一美

有限会社マルナカ
代表取締役
中田　健治

アンフィニ株式会社
代表取締役
親川　智行

〒564-0033
大阪府吹田市東御旅町５番３４号
(06-6319-6700)

〒590-0946
大阪府堺市堺区熊野町東一丁１
番２号
(072-282-8000)

〒597-0053
大阪府貝塚市地蔵堂３１２番地
(072-422-1668)

泉南市信達市場１５１０番１ほか１
筆
(072-483-9933)

八尾市新家町６丁目１番１、1番８
(072-925-6100)

〒585-0055
大阪府南河内郡千早赤阪村大字
東阪３８番地

泉佐野市鶴原３２０番１、３１４番５
(072-436-3018)

南河内郡千早赤阪村大字東阪３
８番、３９番
(0721-72-0600)

吹田市東御旅町５１３９番３

2720123053 H21.6.3 H31.6.2

2720124321 H18.1.4 H33.1.3

2720128209 H18.7.3 H33.7.2

272140517 H20.3.7 H30.3.6

2720142056 H20.8.1 H30.7.31



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず、がれき類（上記７品目の産業廃棄
物に混入して処分することが必要であるものに限る）（石
綿含有産業廃棄物を除く）

選別 240㎥／日

がれき類（上記７品目の産業廃棄物に混入して処分する
ことが必要であるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕 4.7t/日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

9.8㎥／日（廃プラ
スチック類2.9t/
日、木くず3.8t/
日)

松原市丹南一丁目４１０番９

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）
（八尾事業場（八尾市西高安３丁目１番、７番）において
中間処理（選別・破砕）されたもの（粒径が10mm以下の
ものでありかつ土砂と混合したもの）に限る。）

選別 240㎥／日

2720144318 H20.10.8 H30.10.7
株式会社光進
代表取締役
橋本　和典

〒567-0865
奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
２１４８番地

八尾市東町六丁目２番２
（072-922-0392）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
除く）

破砕
11.6㎥/日
（廃プラスチック類
4.1t/日）

2720148709 H21.6.3 H31.6.2
株式会社アールエスケー
代表取締役
尾﨑　健

〒567-0865
大阪府茨木市横江二丁目６番１３
号
（072-636-6677）

茨木市横江二丁目２０１６番３ほか
４筆
（072-636-6677）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕

8.9㎥/日
（廃プラスチック類
3.1t/日、木くず
4.9t/日）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず（石綿含有産業廃棄物を除く）

選別・破
砕

破砕13.8㎥/日
（廃プラスチック類
4.8t/日、木くず
7.5t/日）、選別
230.4㎥/日

がれき類（廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、ゴ
ムくず、金属くず、ガラスくずに混入して処分することが
必要であるものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

選別・破
砕

破砕4.0t/日、選
別230.4㎥/日

2720155167 H27.7.7 H32.7.6
アサヒセイレン株式会社
代表取締役
谷山　佳史

〒581-0039
大阪府八尾市太田九丁目３７番
地
（072-953-2212）

八尾市太田９丁目40番地ほか４
筆
（072-953-2212）

鉱さい（アルミ灰、アルミドロスに限る）
（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
269t/日(173t/
日、96t/日)

2720160126 H23.6.13 H33.6.12
大和板紙株式会社
代表取締役
北村　光雄

〒582-0004
大阪府柏原市河原町５番３２号
（072-971-1445　）

柏原市河原町４９１番１、４９９番３
（072-971-1445　）

紙くず（廃プラスチック類等が付着したものに限る）、廃
プラスチック類、金属くず、木くず、繊維くず（廃プラス
チック類、金属くず、木くず、繊維くずは紙くずに付着し
たものに限る）（石綿含有産業廃棄物を除く）

離解・選
別

168t/日（70t/日、
70t/日、28t/日）

2720160394 H23.8.2 H33.8.1
明豊興業株式会社
代表取締役
池幡　三喜治

〒566-0062
大阪府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５１番ほか４
筆
（072-653-3157）

汚泥（悪臭を発生しない汚泥に限る）（石綿含有産業廃
棄物を除く）

造粒固化 240t/日

2720168774 H24.11.12 H29.11.11
有限会社前田造園
代表取締役
前田　邦子

〒599-8104
堺市東区引野町二丁１２９番地４
（072-286-4127）

泉南郡熊取町大字野田２３５番１
の一部

木くず（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.5t/日

東海環境株式会社
代表取締役
中島　聖智

〒581-0852
大阪府八尾市西高安町三丁目７
番地
(072-925-3810)

関西興産株式会社
代表取締役
吉原　修藏

〒563-0355
大阪府豊能郡能勢町下田１１５
（072-734-2133）

豊能郡能勢町下田１１５番１ほか１
0筆の一部
（072-734-2133）

八尾市西高安町３丁目１番、７番
(072-925-3810)

2720151037 H22.5.7 H32.5.6

2720142971 H20.8.1 H30.7.31



許可番号
(下６桁が共通番号)

当初許可 許可期限
氏名・名称
代表者名または屋号

　　〒
　　住　所
　　（電話）

施設所在地
（電話）

産業廃棄物の種類
処理
方法

処理能力

産業廃棄物処分業者（中間処理）　　許可業者名簿

2720170597 H25.4.10 H30.4.9
株式会社りんくうアスコン
代表取締役
長野　久登

〒596-0013
大阪府岸和田市臨海町１７番１号
（072-468-7013）

岸和田市臨海町１７番１ほか２筆
（072-468-7013）

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 720t/日

2720172591 H26.6.20 H31.6.19
リーテック株式会社
代表取締役
碇　多博

〒160-0023
東京都千代田区岩本町三丁目１
０番４号
（03-6673-2149）

守口市八雲中町８１番の１部ほか
３筆
（06-6995-4410）

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（石綿含有産業
廃棄物を除く）

破砕
6.4㎥/日[廃プラ
スチック類2.2t/
日）

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く） 選別破砕 4.8t/日

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず（石綿含有産業廃棄物を除く）

破砕
320㎥/日（木くず
160t/日）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず（石綿含有
産業廃棄物を除く）

減容固化

200㎥/日（廃プラ
スチック類44t/
日、木くず110t/
日）

2720186087 H27.12.9 H32.12.8
株式会社角野
代表取締役
角野　雅昭

〒583-0867
大阪府羽曳野市河原城８１３番１
（072－955-7877）

羽曳野市河原８１１番
(072－955-7877）

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 破砕 4.8t/日

2720188336 H28.4.25 H33.4.24
日鉱商事株式会社
代表取締役
藤沢　斉

〒563-0252
大阪府箕面市下止々呂美675番
地

箕面市下止々呂美672番地1ほか
10筆

汚泥（生ｺﾝ残さであって建設資材として再利用できるも
のに限る。）、ガラスくず、がれき類（石綿含有産業廃棄
物を除く）

破砕 1200t/日

廃プラスチック類（発泡プラスチックに限る。）（石綿含有
産業廃棄物を除く）

減容固化 0.4t/日

廃プラスチック類、木くず、金属くず（廃プラスチック類に
ついては発泡プラスチックを除く。）（石綿含有産業廃棄
物を除く）

破砕

8.0㎥/日(廃プラ
スチック類2.8t/
日、木くず4.4t/
日、金属くず9.1t/
日)

岸和田市新港町8番4の1一部、8
番5
(072-430-5118）

〒596-0012
大阪府岸和田市新港町5番地の3
（072-430-5118）

株式会社旭宝
代表取締役
右松　亮一

株式会社ERC
代表取締役
飯田　元子

〒574-0011
大阪府大東市北条三丁目１６番１
８号
（072-835-0080）

大東市御領四丁目１０番４ほか４
筆
（-）

2720183416 H27.8.3 H33.8.2

2720189355 H28.7.15 H33.7.14


