
平成27年11月11日現在

【優良確認業者】 【兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課】

事業者名 代表者名 所在地 許可の種類 許可番号 申請年月日 確認年月日 公開情報が閲覧できるホームページアドレス

1 アサヒプリテック株式会社
代表取締役
櫻井　勉

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町
２１番地

産業廃棄物収集運搬業 第02804000503号 平成23年4月6日 平成23年5月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60025

2 アサヒプリテック株式会社
代表取締役
櫻井　勉

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町
２１番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854000503号 平成23年4月6日 平成23年5月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60025

3 アミタ株式会社
代表取締役
熊野　英介

東京都千代田区三番町２８番
地

産業廃棄物収集運搬業 第02802000689号 平成23年5月25日 平成23年6月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60035

4 アミタ株式会社
代表取締役
熊野　英介

東京都千代田区三番町２８番
地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854000689号 平成23年5月25日 平成23年6月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60035

5 平林金属株式会社
代表取締役
平林　久一

岡山県岡山市北区下中野３４７
番地１０４

産業廃棄物収集運搬業 第02804003245号 平成23年6月3日 平成23年6月21日 http://www.hirakin.co.jp/jyouhou.top.htm

6 大栄環境株式会社
代表取締役
金子　文雄

大阪府和泉市テクノステージ二
丁目３番２８号

産業廃棄物処分業 第02845003203号 平成23年4月12日 平成23年6月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02386

7 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

産業廃棄物収集運搬業 第02804003037号 平成23年6月20日 平成23年6月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02260

8 株式会社ダイセキ
代表取締役
柱　秀貴

愛知県名古屋市港区船見町１
番地８６

産業廃棄物収集運搬業 第02804002742号 平成23年6月7日 平成23年7月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

9 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

産業廃棄物収集運搬業 第02814022071号 平成23年6月15日 平成23年7月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=17700

10 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２
丁目３番２８号

産業廃棄物収集運搬業 第02815003203号 平成23年6月27日 平成23年7月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02386

11 ユニクル株式会社
代表取締役
入江　金男

大阪府茨木市横江２－９－４５ 産業廃棄物収集運搬業 第02801075529号 平成23年5月26日 平成23年9月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=80789

12 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

産業廃棄物収集運搬業 第02803004658号 平成23年4月19日 平成23年9月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03545

13 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853004658号 平成23年4月19日 平成23年9月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03545

14 株式会社大協
代表取締役
寺井　昭敎

兵庫県伊丹市北河原五丁目３
番３１号

産業廃棄物収集運搬業 第02813004014号 平成23年4月26日 平成23年9月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03035

15 株式会社大協
代表取締役
寺井　昭敎

兵庫県伊丹市北河原五丁目３
番３１号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853004014号 平成23年4月26日 平成23年9月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03035

16 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２丁目１
番５号 岡宮ビル１階

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853003037号 平成23年6月20日 平成23年9月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02260

17 株式会社ＧＥ
代表取締役
金子　文雄

大阪府堺市西区築港新町一丁
目５番３８

産業廃棄物収集運搬業 第02805111723号 平成23年7月13日 平成23年9月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=137324

18 株式会社イージーエス
代表取締役
森重　雅幹

愛媛県新居浜市新田町三丁目
１番３９号

産業廃棄物収集運搬業 第02802003515号 平成23年9月5日 平成23年9月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60219

19 株式会社イージーエス
代表取締役
森重　雅幹

愛媛県新居浜市新田町三丁目
１番３９号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02852003515号 平成23年9月5日 平成23年9月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60219

20 安田産業株式会社
代表取締役
安田　奉春

京都府久世郡久御山町佐山新
開地２７番地

産業廃棄物収集運搬業 第02803001187号 平成23年6月16日 平成23年10月11日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00871

21 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853007253号 平成23年5月24日 平成23年10月11日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=05605

22 株式会社ケーシーエス
代表取締役
片渕　昭人

大阪府岸和田市尾生町１６４９
番地の１

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853004657号 平成23年6月10日 平成23年10月11日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03544

23 株式会社浜田
代表取締役
濵田　篤介

大阪府高槻市柱本三丁目８番
６号

産業廃棄物収集運搬業 第02803009139号 平成23年8月8日 平成23年11月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=07126

24 株式会社浜田
代表取締役
濵田　篤介

大阪府高槻市柱本三丁目８番
６号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853009139号 平成23年8月8日 平成23年11月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=07126

25 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

産業廃棄物収集運搬業 第02812004194号 平成23年10月17日 平成23年11月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60271

26 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02862004194号 平成23年10月17日 平成23年11月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60271

27
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２３号

産業廃棄物収集運搬業 第02805034567号 平成23年10月20日 平成23年11月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=28213

28
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２３号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02855034567号 平成23年10月20日 平成23年11月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=28213

29 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

産業廃棄物収集運搬業 第02805005526号 平成23年11月15日 平成23年12月6日 http//www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04237

30 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02855005526号 平成23年11月15日 平成23年12月6日 http//www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04237

優良産廃処理業者認定制度への適合事業者について
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31 株式会社イボキン
代表取締役
髙橋　克実

兵庫県たつの市揖保川町正條
３７９番地

産業廃棄物収集運搬業 第02816021745号 平成23年11月25日 平成23年12月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=81155

32 株式会社イボキン
代表取締役
髙橋　克実

兵庫県たつの市揖保川町正條
３７９番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856021745号 平成23年11月25日 平成23年12月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=81155

33 株式会社フルカワ商事
代表取締役
古川　悦生

岡山県倉敷市四十瀬３４３番地
の３

産業廃棄物収集運搬業 第02806005303号 平成23年11月14日 平成23年12月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04059

34 株式会社サンエム
代表取締役
谷口  幸三

兵庫県宍粟市山崎町田井６３１
番地の１

産業廃棄物処分業 第02826049927号 平成23年11月4日 平成23年12月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=969763

35 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856003435号 平成23年12月15日 平成23年12月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02567

36 株式会社大松土建
代表取締役
新城　匡司

大阪府大阪市北区本庄東二丁
目１０番１５号

産業廃棄物収集運搬業 第02801004672号 平成23年4月26日 平成23年12月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02567

37 株式会社テルム
代表取締役
後藤　元晴

神奈川県横浜市神奈川区新浦
島町一丁目１番地３２

産業廃棄物収集運搬業 第02806000343号 平成24年1月20日 平成24年2月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65023

38 株式会社テルム
代表取締役
後藤　元晴

神奈川県横浜市神奈川区新浦
島町一丁目１番地３２

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856000343号 平成24年1月20日 平成24年2月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65023

39 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２－４
－１７

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02851004394号 平成23年4月22日 平成24年2月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03334

40 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５０２番地
の１０

産業廃棄物収集運搬業 第02807005189号 平成24年1月12日 平成24年3月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03961

41 株式会社国中環境開発
代表取締役
國中　賢吉

大阪府松原市天美我堂三丁目
６７番地の１

産業廃棄物収集運搬業 第02803001719号 平成24年2月9日 平成24年4月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01274

42 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３０５
９番２

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856005542号 平成24年4月18日 平成24年6月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04249

43 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

産業廃棄物処分業 第02826003435号 平成23年12月15日 平成24年6月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02567

44 株式会社松南サービス
代表取締役
中野　博司

大阪府大阪市大正区南恩加島
四丁目４番５３号

産業廃棄物収集運搬業 第02801119631号 平成23年6月21日 平成24年7月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=114141

45 株式会社南都興産
代表取締役
谷　盛巖

奈良県御所市大字蛇穴４０６番
地の１

産業廃棄物収集運搬業 第02801001568号 平成23年8月3日 平成24年8月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60086

46 株式会社南都興産
代表取締役
谷　盛巖

奈良県御所市大字蛇穴４０６番
地の１

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02851001568号 平成23年8月3日 平成24年8月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60086

47 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三丁目
３８番２号

産業廃棄物収集運搬業 第02804000662号 平成24年8月9日 平成24年8月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00473

48 株式会社マルサン
代表取締役
大前　清彦

大阪府吹田市江坂町三丁目４
８番５１号

産業廃棄物収集運搬業 第02803032563号 平成24年7月26日 平成24年9月7日 http://www.marusan-g.jp/

49 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

産業廃棄物収集運搬業 第02803003281号 平成24年9月7日 平成24年9月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60203

50 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853003281号 平成24年9月7日 平成24年9月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60203

51 株式会社丸萬商事
代表取締役
安本 悠紀子

大阪府松原市三宅西一丁目３
４５－７

産業廃棄物収集運搬業 第02804004771号 平成24年10月30日 平成24年11月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=241994

52 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

産業廃棄物収集運搬業 第02804000553号 平成24年11月5日 平成24年11月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00389

53 株式会社クリンアース・ジャパン
代表取締役
安田　年道

三重県伊賀市西高倉６３４１番
地

産業廃棄物収集運搬業 第02801005138号 平成24年6月1日 平成24年11月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=391121

54 株式会社新地衛生
代表取締役
澤田　益男

大阪府大阪市浪速区恵美須西
二丁目１２番１０号

産業廃棄物収集運搬業 第02801039392号 平成24年10月11日 平成25年1月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=405964

55 株式会社クリーンクニナカ
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

産業廃棄物収集運搬業 第02801001918号 平成24年2月23日 平成25年2月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=604634

56 株式会社クリーンクニナカ
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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02851001918号 平成24年2月23日 平成25年2月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=604634

57 エコシステムジャパン株式会社
代表取締役
永野　立男

東京都千代田区外神田四丁目
１４番１号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856002613号 平成25年3月19日 平成25年3月27日 http://www.ecosystem-japan.jp/about/permission

58 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１７

産業廃棄物収集運搬業 第02802001868号 平成25年3月18日 平成25年4月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01393

59 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１７

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02852001868号 平成25年3月18日 平成25年4月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01393

60 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

産業廃棄物収集運搬業 第02804005715号 平成25年6月4日 平成25年6月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=589746



平成27年11月11日現在

【優良確認業者】 【兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課】

事業者名 代表者名 所在地 許可の種類 許可番号 申請年月日 確認年月日 公開情報が閲覧できるホームページアドレス

優良産廃処理業者認定制度への適合事業者について

61 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854005715号 平成25年6月4日 平成25年6月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=589746

62 太陽企業株式会社
代表取締役
川崎　勝也

奈良県吉野郡大淀町大字比曾
１６０６番地

産業廃棄物収集運搬業 第02803011684号 平成25年5月17日 平成25年6月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84895

63 株式会社カンポ
代表取締役
横山　秀昭

京都市伏見区羽束古川町２３３
番地

産業廃棄物収集運搬業 第02803004656号 平成25年5月28日 平成25年6月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03543

64 大東衛生株式会社
代表取締役
渡部　昭

大阪市東成区大今里西一丁目
１９番３８号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853002970号 平成25年5月31日 平成25年7月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02202

65 大東衛生株式会社
代表取締役
渡部　昭

大阪市東成区大今里西一丁目
１９番３８号

産業廃棄物収集運搬業 第02802002970号 平成25年5月31日 平成25年7月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02202

66 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

産業廃棄物収集運搬業 第02806008188号 平成25年6月14日 平成25年7月30日 http://shin-oka.co.jp/koukai/koukai.html

67 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856008188号 平成25年6月14日 平成25年7月30日 http://shin-oka.co.jp/koukai/koukai.html

68 公協産業株式会社
代表取締役
小川　大志

岡山県岡山市東区中尾１２６番
地４

産業廃棄物収集運搬業 第02804002180号 平成25年8月1日 平成25年8月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01625

69 公協産業株式会社
代表取締役
小川　大志

岡山県岡山市東区中尾１２６番
地４

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854002180号 平成25年8月1日 平成25年8月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01625

70 株式会社リヴァックス
代表取締役
赤澤　健一

兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１
番１６号

産業廃棄物収集運搬業 第02801001331号 平成25年6月10日 平成25年7月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00978

71 株式会社リヴァックス
代表取締役
赤澤　健一

兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目１
番１６号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02851001331号 平成25年6月10日 平成25年7月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00978

72 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１丁目１
番９号

産業廃棄物収集運搬業 第02803000485号 平成25年7月2日 平成25年8月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00337

73 大幸工業株式会社
代表取締役
浜野　廣美

大阪府大阪市住之江区平林南
二丁目8番37号

産業廃棄物収集運搬業 第02804002036号 平成25年6月14日 平成25年8月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01520

74 サンワリューツー株式会社
代表取締役
釜屋　宗夫

愛知県刈谷市一里山町家下８
０番地

産業廃棄物収集運搬業 第02806005459号 平成25年10月17日 平成25年11月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04182

75 サンワリューツー株式会社
代表取締役
釜屋　宗夫

愛知県刈谷市一里山町家下８
０番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856005459号 平成25年10月17日 平成25年11月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04182

76 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

産業廃棄物収集運搬業 第02804067110号 平成25年11月5日 平成25年11月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=450865

77 株式会社森商事
代表取締役
森　史郎

福岡県大牟田市大字草木１２６
３番地

産業廃棄物収集運搬業 第02804000663号 平成25年11月5日 平成25年12月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=564836

78 株式会社森商事
代表取締役
森　史郎

福岡県大牟田市大字草木１２６
３番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854000663号 平成25年11月5日 平成25年12月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=564836

79 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

産業廃棄物処分業 第02824022071号 平成25年8月26日 平成26年1月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=17700

80 内田工業株式会社
代表取締役
内田　航

岡山県倉敷市松江三丁目２番
４６号

産業廃棄物収集運搬業 第02806005890号 平成25年12月25日 平成26年1月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04524

81 内田工業株式会社
代表取締役
内田　航

岡山県倉敷市松江三丁目２番
４６号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856005890号 平成25年12月25日 平成26年1月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04524

82 三友プラントサービス株式会社
代表取締役
小松　和史

神奈川県相模原市緑区橋本台
一丁目８番２１号

産業廃棄物収集運搬業 第02801000728号 平成25年8月13日 平成26年2月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60037

83 株式会社布施興業
代表取締役
白坂　悦夫

大阪府東大阪市高井田西二丁
目２番４号

産業廃棄物収集運搬業 第02806009653号 平成25年11月8日 平成26年2月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=07516

84 西播環境整備株式会社
代表取締役
古川　直一

兵庫県姫路市広畑区蒲田一丁
目１５１６番地の７

産業廃棄物収集運搬業 第02802022499号 平成26年2月27日 平成26年5月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=42959

85 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１０１番地 産業廃棄物収集運搬業 第02806005022号 平成26年4月18日 平成26年6月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03829

86 淡路清掃株式会社
代表取締役
横山　隆

兵庫県南あわじ市山添６０６番
地の１

産業廃棄物収集運搬業 第02806005022号 平成26年9月16日 平成26年9月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=558617



優良産廃処理業者認定制度への適合事業者について 平成27年11月11日現在

【優良認定業者】 【兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課】

事業者名 代表者名 所在地 許可の種類 許可番号 直近申請年月日 当初認定年月日 直近認定年月日 公開情報が閲覧できるホームページアドレス

1 大栄環境株式会社
代表取締役
金子　文雄

大阪府和泉市テクノステージ二
丁目３番２８号

特別管理産業廃棄物処
分業

第02875003203号 平成26年4月1日 平成23年6月29日 平成26年4月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=915414

2 株式会社ダイセキ
代表取締役
柱　秀貴

愛知県名古屋市港区船見町１
番地８６

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854002742号 平成27年5月21日 平成23年7月6日 平成27年7月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

3 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854022071号 平成27年6月22日 平成23年7月6日 平成27年7月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=17700

4 大栄環境株式会社
代表取締役
金子　文雄

大阪府和泉市テクノステージ二
丁目３番２８号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02855003203号 平成27年5月19日 平成23年7月25日 平成27年7月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02386

5 株式会社ダイセキ
代表取締役
伊藤　博之

愛知県名古屋市港区船見町１
番地８６

産業廃棄物処分業 第02824002742号 平成26年11月10日 平成23年8月8日 平成26年11月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

6 株式会社ダイセキ
代表取締役
伊藤　博之

愛知県名古屋市港区船見町１
番地８６

特別管理産業廃棄物処
分業

第02874002742号 平成26年11月10日 平成23年8月8日 平成26年11月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

7 サンキュウ・リマテック株式会社
代表取締役
岡村　実成

兵庫県尼崎市東浜町５ 産業廃棄物収集運搬業 第02801079640号 平成25年8月22日 平成23年9月2日 平成25年9月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=70199

8 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

産業廃棄物収集運搬業 第02803004394号 平成25年11月1日 平成23年9月20日 平成26年1月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03334

9 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１丁
目５番２１号

産業廃棄物収集運搬業 第02803003319号 平成26年9月24日 平成23年9月20日 平成26年12月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=575241

10 近畿オイルシステム株式会社
代表取締役
山崎　巌

兵庫県尼崎市中在家町三丁目
４８２番地２

産業廃棄物収集運搬業 第02804004928号 平成25年9月12日 平成23年10月11日 平成26年2月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84902

11 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853001187号 平成26年1月23日 平成23年10月11日 平成26年4月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00871

12 株式会社美建ビルサービス
代表取締役
小林　建雄

岡山県倉敷市中庄２２４８番地
の４

産業廃棄物収集運搬業 第02806009410号 平成23年9月13日 平成23年10月25日 平成23年10月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=07347

13 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３
丁目１番地の５７

産業廃棄物収集運搬業 第02803025049号 平成26年8月21日 平成23年11月4日 平成26年10月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=20140

14 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

産業廃棄物収集運搬業 第02803029414号 平成26年11月11日 平成23年11月4日 平成26年12月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=23636

15 株式会社サンエム
代表取締役
谷口　幸三

兵庫県宍粟市山崎町田井６３１
番地の１

産業廃棄物収集運搬業 第02806049927号 平成26年7月3日 平成23年11月14日 平成26年9月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=969763

16 有限会社クリーン湯ノ内
代表取締役
川本　満博

兵庫県赤穂市加里屋１２５４番
１

産業廃棄物収集運搬業 第02806003032号 平成23年10月17日 平成23年11月15日 平成23年11月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00490

17 有限会社クリーン湯ノ内
代表取締役
川本　満博

兵庫県赤穂市加里屋１２５４番
１

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856003032号 平成27年5月26日 平成23年11月15日 平成27年8月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00490

18 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

産業廃棄物収集運搬業 第02816003435号 平成26年5月26日 平成23年12月15日 平成26年6月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02567

19 株式会社イボキン
代表取締役
髙橋　克実

兵庫県たつの市揖保川町正條
３７９番地

産業廃棄物処分業 第02846021745号 平成26年12月4日 平成23年12月19日 平成26年12月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=81155

20 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

産業廃棄物収集運搬業 第02801005522号 平成26年1月22日 平成24年2月17日 平成26年2月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04233

21 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

産業廃棄物収集運搬業 第02803017163号 平成23年11月28日 平成24年2月28日 平成24年2月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85041

22 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853017163号 平成23年11月28日 平成24年2月28日 平成24年2月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85041

23 サンキュウ・リマテック株式会社
代表取締役
岡村　実成

兵庫県尼崎市東浜町５番地
特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02851079640号 平成26年4月9日 平成24年3月30日 平成26年4月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=70199

24 株式会社国中環境開発
代表取締役
國中　賢吉

大阪府松原市天美我堂三丁目
６７番地の１

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853001719号 平成24年2月9日 平成24年4月13日 平成24年4月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01274

25 株式会社ヤマキン
代表取締役
山本　恭史

愛知県名古屋市熱田区切戸町
二丁目２番地

産業廃棄物収集運搬業 第02804000478号 平成24年2月15日 平成24年5月8日 平成24年5月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00333

26 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３０５
９番２

産業廃棄物収集運搬業 第02816005542号 平成24年4月18日 平成24年6月4日 平成24年6月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04249

27 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４７１
３番地

産業廃棄物収集運搬業 第02801004487号 平成26年4月28日 平成24年6月15日 平成26年6月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03404

28 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４
－１９８－２

産業廃棄物収集運搬業 第02801037970号 平成23年5月30日 平成24年6月15日 平成24年6月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03404

29 株式会社サンエム
代表取締役
谷口　幸三

兵庫県宍粟市山崎町田井６３１
番地の１

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856049927号 平成24年5月10日 平成24年6月28日 平成24年6月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=969763

30 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
１２６番地

産業廃棄物収集運搬業 第02803005708号 平成24年4月25日 平成24年7月3日 平成24年7月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85200
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31 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
１２６番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853005708号 平成24年4月25日 平成24年7月3日 平成24年7月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85200

32 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

産業廃棄物収集運搬業 第02805004079号 平成24年6月14日 平成24年7月18日 平成24年7月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=791692

33 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２
６番２号

産業廃棄物収集運搬業 第02803000192号 平成24年6月6日 平成24年7月30日 平成24年7月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00125

34 株式会社植田建設
代表取締役
植田　直子

大阪府大東市大字龍間９９６番
地

産業廃棄物収集運搬業 第02801037996号 平成24年4月23日 平成24年8月29日 平成24年8月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=31274

35 東広商事株式会社
代表取締役
槇廣　守

広島県東広島市黒瀬町小多田
１６番地９２

産業廃棄物収集運搬業 第02806003338号 平成24年7月25日 平成24年9月14日 平成24年9月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02496

36 鳥取興業株式会社
代表取締役
鳥取　太一

兵庫県南あわじ市福良丙２５３
番地

産業廃棄物収集運搬業 第02819050010号 平成24年8月30日 平成24年10月12日 平成24年10月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85348

37 株式会社ジャルク
代表取締役
森田　壽一

大阪府大阪市中央区南本町二
丁目４番７号

産業廃棄物収集運搬業 第02804079716号 平成24年8月10日 平成24年11月1日 平成24年11月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=852885

38 宮坂産業株式会社
代表取締役
宮坂  竜司

大阪市北区豊崎一丁目１１番２
５号

産業廃棄物収集運搬業 第02803015965号 平成26年11月28日 平成24年11月6日 平成26年12月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=242403

39 宮坂産業株式会社
代表取締役
宮坂  竜司

大阪市北区豊崎一丁目１１番２
５号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853015965号 平成27年1月28日 平成24年11月6日 平成27年4月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=242403

40 阪南産業株式会社
代表取締役
高好　章二

大阪市住之江区平林北二丁目
８番２３号

産業廃棄物収集運搬業 第02803008387号 平成24年8月17日 平成24年11月7日 平成24年11月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=382427

41 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854000553号 平成27年5月22日 平成24年11月15日 平成27年7月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00389

42 株式会社木下カンセー
代表取締役
木下　昌秀

京都府宇治市広野町西裏１００
番地の６７

産業廃棄物収集運搬業 第02801039946号 平成24年6月7日 平成24年11月27日 平成24年11月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=32938

43 株式会社エンタープライズ山要
代表取締役
山口　勝

大阪府寝屋川市打上新町１５
番４号

産業廃棄物収集運搬業 第02806013374号 平成27年6月16日 平成24年12月18日 平成27年9月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=405963

44 栄伸開発株式会社
代表取締役
細川　秀則

奈良県葛城市忍海４８７番地の
５

産業廃棄物収集運搬業 第02803021393号 平成25年5月17日 平成25年7月22日 平成25年7月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=579414

45 有限会社ナカタツ環境
代表取締役
中村　龍雄

岐阜県揖斐郡揖斐川町長良
213番地の1

産業廃棄物収集運搬業 第02804001509号 平成25年6月3日 平成25年8月15日 平成25年8月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=866481

46 大幸工業株式会社
代表取締役
浜野　廣美

大阪府大阪市住之江区平林南
二丁目8番37号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854002036号 平成25年6月14日 平成25年8月23日 平成25年8月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01520

47 柾木工業株式会社
代表取締役
柾木　隆弘

大阪府大阪市此花区梅町二丁
目2番25号

産業廃棄物収集運搬業 第02804005512号 平成25年7月4日 平成25年8月26日 平成25年8月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=555343

48 三友プラントサービス株式会社
代表取締役
小松　和史

神奈川県相模原市緑区橋本台
一丁目８番２１号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02851000728号 平成25年8月13日 平成25年8月26日 平成25年8月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60037

49 クリーンスペース株式会社
代表取締役
橋本　味永子

京都市伏見区横大路千両松町
４３番地の１５

産業廃棄物収集運搬業 第02803112621号 平成25年8月23日 平成25年9月5日 平成25年9月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84958

50 クリーンスペース株式会社
代表取締役
橋本　味永子

京都市伏見区横大路千両松町
４３番地の１５

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853112621号 平成25年8月23日 平成25年9月5日 平成25年9月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84958

51 株式会社ヤマゼン運輸
代表取締役
山﨑　公信

三重県伊賀市予野字西出２７０
０番地の１

産業廃棄物収集運搬業 第02802033499号 平成25年7月25日 平成25年9月9日 平成25年9月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=27241

52 株式会社ヤマゼン運輸
代表取締役
山﨑　公信

三重県伊賀市予野字西出２７０
０番地の１

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02852033499号 平成25年7月25日 平成25年9月9日 平成25年9月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=27241

53 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 産業廃棄物収集運搬業 第02804003489号 平成25年8月27日 平成25年9月20日 平成25年9月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=70123

54 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１丁目１
番９号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853000485号 平成25年7月2日 平成25年10月1日 平成25年10月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00337

55 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
特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854003489号 平成25年8月27日 平成25年10月26日 平成25年10月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=70123

56 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

産業廃棄物収集運搬業 第02804042387号 平成25年9月17日 平成25年11月14日 平成25年11月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=528214

57 近畿オイルシステム株式会社
代表取締役
山崎　巌

兵庫県尼崎市中在家町三丁目
４８２番地２

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854004928号 平成25年9月12日 平成25年11月15日 平成25年11月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84902

58 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２
６番２号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853000192号 平成25年10月22日 平成25年12月1日 平成25年12月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00125

59 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３
０８０番地の１

産業廃棄物収集運搬業 第02801006808号 平成25年11月22日 平成25年12月25日 平成25年12月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=855476

60 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853013090号 平成25年11月21日 平成25年12月28日 平成25年12月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85146
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61 タマタイ産業株式会社
代表取締役
大塚　雅司

岡山県岡山市北区神田町２丁
目１番２５号

産業廃棄物収集運搬業 第02806015552号 平成25年11月26日 平成26年1月10日 平成26年1月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12181

62 ミナミ金属株式会社
代表取締役
岡村　昇

石川県金沢市打木町東１４２６
番地

産業廃棄物収集運搬業 第02801035690号 平成25年12月18日 平成26年1月18日 平成26年1月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=29224

63 フジイコーポレーション株式会社
代表取締役
藤井　まり

兵庫県朝来市立脇１４８番地２ 産業廃棄物処分業 第02827146510号 平成26年1月20日 平成26年1月26日 平成26年1月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=455852

64 フジイコーポレーション株式会社
代表取締役
藤井　まり

兵庫県朝来市立脇１４８番地２ 産業廃棄物収集運搬業 第02807146510号 平成25年12月6日 平成26年1月26日 平成26年1月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=455852

65 エヌエス日進株式会社
代表取締役
長﨑　伸彦

岡山県岡山市中区倉田３９３番
地の１

産業廃棄物収集運搬業 第02806014486号 平成25年12月9日 平成26年1月28日 平成26年1月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=11280

66 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 産業廃棄物収集運搬業 第02803017035号 平成26年1月23日 平成26年2月18日 平成26年2月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=13385

67 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
特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853017035号 平成26年1月23日 平成26年2月18日 平成26年2月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=13385

68 株式会社金城滋商事
代表取締役
金城　滋

愛媛県松山市南吉田町２２２２
番地１

産業廃棄物収集運搬業 第02805049474号 平成26年2月27日 平成26年3月2日 平成26年3月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=915413

69 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 産業廃棄物収集運搬業 第02803031854号 平成26年1月7日 平成26年3月4日 平成26年3月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=25783

70 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

産業廃棄物収集運搬業 第02801000688号 平成26年1月16日 平成26年3月25日 平成26年3月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60034

71 西播環境整備株式会社
代表取締役
古川　直一

兵庫県姫路市広畑区蒲田一丁
目１５１６番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02852022499号 平成26年2月27日 平成26年4月12日 平成26年4月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=42959

72 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２８５番
４１

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02858061097号 平成26年4月11日 平成26年4月15日 平成26年4月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85567

73 オーエム通商株式会社
代表取締役
岡村　睦夫

東京都八王子市小津町１０６番
地１

産業廃棄物収集運搬業 第02803001865号 平成26年4月24日 平成26年4月26日 平成26年4月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01390

74 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３
４５－７

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854004771号 平成26年3月12日 平成26年6月1日 平成26年6月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=241994

75 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２８５番
４１

産業廃棄物収集運搬業 第02808061097号 平成26年4月11日 平成26年6月7日 平成26年6月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85567

76 株式会社塵芥センター
代表取締役
平尾　範明

香川県高松市一宮町１６８６番
地６

産業廃棄物収集運搬業 第02809003495号 平成26年4月8日 平成26年6月13日 平成26年6月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02614

77 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

産業廃棄物収集運搬業 第02806013993号 平成26年5月21日 平成26年6月21日 平成26年6月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=10889

78 大阪廃棄物処理株式会社
代表取締役
北口　一

大阪府大阪市住之江区平林南
一丁目４番５２号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853000558号 平成26年4月25日 平成26年6月30日 平成26年6月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=500021

79 田口建材株式会社
代表取締役
田口　浩和

兵庫県明石市大明石町二丁目
８番２号

産業廃棄物処分業 第02824022586号 平成26年6月5日 平成26年7月2日 平成26年7月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=544366

80 ユニクル株式会社
代表取締役
入江　真太郎

大阪府茨木市横江二丁目９番
４５号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02851075529号 平成26年5月26日 平成26年8月24日 平成26年8月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=80789

81 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

産業廃棄物処分業 第02822004194号 平成26年9月1日 平成26年9月8日 平成26年9月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60271

82 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

特別管理産業廃棄物処
分業

第02872004194号 平成26年9月1日 平成26年9月8日 平成26年9月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60271

83 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02853008395号 平成26年8月20日 平成26年9月20日 平成26年9月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65149

84 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

産業廃棄物収集運搬業 第02803000320号 平成26年7月10日 平成26年10月6日 平成26年10月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85564

85 有限会社丸津商店
代表取締役
津本　高景

広島県広島市安芸区矢野東三
丁目４番２５号

産業廃棄物収集運搬業 第02806015736号 平成26年10月27日 平成26年12月10日 平成26年12月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12332

86 有限会社丸津商店
代表取締役
津本　高景

広島県広島市安芸区矢野東三
丁目４番２５号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02856015736号 平成26年10月27日 平成26年12月10日 平成26年12月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12332

87 日本ウエスト株式会社
代表取締役
長田　和志

京都府京都市伏見区横大路千
両松町９番地１

産業廃棄物収集運搬業 第02803054519号 平成26年9月29日 平成26年12月28日 平成26年12月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=81155

88 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第02854003334号 平成26年12月11日 平成27年1月5日 平成27年1月5日 http://taihoukasei.co.jp/newpage1.html

89 株式会社松原組運送
代表取締役
松原　昌浩

兵庫県神戸市中央区南本町通
二丁目３番１２号

産業廃棄物収集運搬業 第02801018143号 平成26年11月20日 平成27年2月1日 平成27年2月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85216

90 株式会社徳島機械センター
代表取締役
新田　俊彦

徳島県徳島市丈六町森ノ木９
番地１

産業廃棄物収集運搬業 第02809009397号 平成27年4月24日 平成27年6月6日 平成27年6月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=76318

91 千種建設株式会社
代表取締役
小野　孝幸

兵庫県赤穂市中広1245番地の
７

産業廃棄物処分業 第02826022623号 平成27年10月19日 平成27年10月25日 平成27年10月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=513947


