優良産廃処理業者一覧（奈良県外）【平成３１年２月２８日現在】
業の区分

許可期限日

事業者名(会社名)

代表者役職名 代表者氏名 本社住所(所在地)

１

株式会社摂津清運

代表取締役

鳥羽 研司 兵庫県尼崎市東塚口町２－４－２７

産業廃棄物収集運搬業 第02900004394号

2011/06/17

2021/05/19

２

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３－１－５７

産業廃棄物収集運搬業 第02900025049号

2011/06/17

2023/03/09

３

木材開発株式会社

代表取締役 谷 正剛

第02900003319号

2011/06/21

2021/08/24

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２－２２－９

産業廃棄物収集運搬業 第02900005522号

2011/06/21

2023/08/09

５

株式会社ダイカン

代表取締役

吉村 太郎 大阪府大阪市鶴見区焼野３－２－７９

産業廃棄物収集運搬業 第02900004658号

2011/06/22

2024/08/09

６

株式会社ダイカン

代表取締役

吉村 太郎 大阪府大阪市鶴見区焼野３－２－７９

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950004658号

2011/06/22

2022/07/06

７

株式会社ケーシーエス

代表取締役

片渕 昭人 大阪府岸和田市岸の丘町２－２－１５

産業廃棄物収集運搬業 第02900004657号

2011/06/28

2024/07/13

８

株式会社ケーシーエス

代表取締役

片渕 昭人 大阪府岸和田市岸の丘町２－２－１５

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950004657号

2011/06/28

2025/05/29

９

アサヒプリテック株式会社

代表取締役

中西 広幸 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１

産業廃棄物収集運搬業 第02900000503号

2011/07/19

2024/08/09

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２－３－２８

産業廃棄物収集運搬業 第02900003203号

2011/07/19

2024/08/09

１１ アサヒプリテック株式会社

代表取締役

中西 広幸 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000503号

2011/07/19

2022/10/01

１２ 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２－３－２８ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950003203号

2011/07/19

2022/07/29

１３ 安田産業株式会社

代表取締役

安田 奉春 京都府京都市伏見区南寝小屋町９１

産業廃棄物収集運搬業 第02900001187号

2011/07/25

2025/07/22

１４ 興隆産業株式会社

代表取締役

中川 真治 兵庫県神戸市中央区三宮町１－１－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900007253号

2011/07/26

2024/12/08

１５ 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２－９－４５

産業廃棄物収集運搬業 第02900075529号

2011/07/26

2020/10/15

１６ 株式会社松南サービス

代表取締役

中野 博司 大阪府大阪市生野区巽南２－１１－１９

産業廃棄物収集運搬業 第02900119631号

2011/07/26

2024/09/13

１７ 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２－１－５

産業廃棄物収集運搬業 第02900003037号

2011/08/10

2021/05/20

１８ 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２－１－５

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950003037号

2011/08/10

2021/05/20

１９ 喜楽鉱業株式会社

代表取締役 小宮山 茂幸 滋賀県湖南市石部口２－７－３３

産業廃棄物収集運搬業 第02900004194号

2011/08/26

2024/08/09

２０ 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

産業廃棄物収集運搬業 第02900004487号

2011/08/26

2023/08/04

２１ 喜楽鉱業株式会社

代表取締役 小宮山 茂幸 滋賀県湖南市石部口２－７－３３

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950004194号

2011/08/26

2022/11/10

２２ 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

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950004487号

2011/08/26

2023/09/01

２３ 安田産業株式会社

代表取締役

安田 奉春 京都府京都市伏見区南寝小屋町９１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950001187号

2011/09/13

2022/06/29

２４ 株式会社浜田

代表取締役

濱田 篤介 大阪府高槻市柱本３－８－６

産業廃棄物収集運搬業 第02900009139号

2011/10/11

2024/12/04

大阪府大阪市住之江区新北島３－６－４５ 産業廃棄物収集運搬業

許可番号

優良認定・
優良確認年月日
（初回）

《優良認定・優良確認年月日順》
公表情報が閲覧できるホームページアドレス
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優良認定・
優良確認年月日
（初回）

許可期限日

公表情報が閲覧できるホームページアドレス

産業廃棄物収集運搬業 第02900029414号

2011/10/11

2022/03/15

國中 賢一 大阪府松原市天美我堂３－６７－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900001719号

2011/10/14

2025/09/10

代表取締役

國中 賢一 大阪府松原市天美我堂３－６７－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950001719号

2011/10/14

2022/07/06

２８ 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２－４－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900003455号

2011/10/17

2025/10/04

２９ 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２－１－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900017163号

2012/01/16

2026/01/09

３０ 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２－１－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950017163号

2012/01/16

2026/01/09

３１ 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02900079640号

2012/02/02

2023/10/11

３２ 株式会社ジャルク

代表取締役

正木 良昌 大阪府大阪市中央区南本町２－２－１１

産業廃棄物収集運搬業 第02900079716号

2012/02/02

2026/01/16

３３ 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２－９－３４

産業廃棄物収集運搬業 第02900000320号

2012/03/08

2022/09/23

３４ 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４－３４

産業廃棄物収集運搬業 第02900034567号

2012/03/08

2024/04/11

３５ 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２－９－３４

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000320号

2012/03/08

2022/07/06

３６ 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７－３－２８

産業廃棄物収集運搬業 第02900001918号

2012/04/11

2024/08/09

３７ エスク株式会社

代表取締役

岡屋敷 豊 大阪府大東市三箇４－１８－１８

産業廃棄物収集運搬業 第02900004374号

2012/04/16

2023/11/18

３８ 関西チップ工業株式会社

代表取締役 船越 登 大阪府大阪市淀川区加島４－１９－１５

産業廃棄物収集運搬業 第02900049333号

2012/04/16

2025/02/05

３９ エスク株式会社

代表取締役

岡屋敷 豊 大阪府大東市三箇４－１８－１８

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950004374号

2012/04/16

2023/06/24

４０ 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２－１－５

産業廃棄物収集運搬業 第02900070595号

2012/04/23

2019/04/22

４１ 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３０６７－１７ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950001868号

2012/05/10

2019/05/06

４２ ミヤマ株式会社

代表取締役 南 克明 長野県長野市稲里１－５－３

産業廃棄物収集運搬業 第02900000553号

2012/06/29

2024/08/09

４３ ミヤマ株式会社

代表取締役 南 克明 長野県長野市稲里１－５－３

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000553号

2012/06/29

2022/07/06

４４ 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１－２６－２

産業廃棄物収集運搬業 第02900000192号

2012/07/11

2019/07/02

４５ 株式会社カンポ

代表取締役

横山 秀昭 京都府京都市伏見区羽束師古川町２３３

産業廃棄物収集運搬業 第02900004656号

2012/07/11

2019/07/02

４６ 株式会社カンポ

代表取締役

横山 秀昭 京都府京都市伏見区羽束師古川町２３３ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950004656号

2012/07/11

2022/03/19

４７ 株式会社ダイセキ

秀貴 愛知県名古屋市港区船見町１－８６ 産業廃棄物収集運搬業 第02900002742号
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950002742号
代表取締役 柱 秀貴 愛知県名古屋市港区船見町１－８６
代表取締役 塩見 頼彦 大阪府吹田市江坂町３－４８－５１
産業廃棄物収集運搬業 第02900032563号
代表取締役 高好 章二 大阪府大阪市住之江区平林北２－８－２３ 産業廃棄物収集運搬業 第02900008387号

2012/07/24

2024/08/09

2012/07/24

2022/07/29

2012/08/24

2022/08/21

2012/09/27

2019/08/18
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事業者名(会社名)

代表者役職名 代表者氏名 本社住所(所在地)

業の区分

２５ サニーメタル株式会社

代表取締役 齋藤 修 東京都千代田区大手町１－７－２

２６ 株式会社国中環境開発

代表取締役

２７ 株式会社国中環境開発

４８ 株式会社ダイセキ
４９ 株式会社マルサン
５０ 阪南産業株式会社

代表取締役 柱

許可番号
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代表者役職名 代表者氏名 本社住所(所在地)
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ex_u2.php?UserID=32938
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=06544
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=06544
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=450865
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=02642

５１ 宮坂産業株式会社

代表取締役

宮坂 竜司 大阪府大阪市北区豊崎１－１１－２５

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950015965号

2012/10/25

2022/06/16

５２ 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１－５－１７

産業廃棄物収集運搬業 第02900022071号

2012/11/08

2024/04/04

代表取締役

北角 治太 滋賀県甲賀市甲賀町相模３１９

産業廃棄物収集運搬業 第02900010952号

2012/11/19

2019/10/15

代表取締役

石川 統一 東京都千代田区外神田４－１４－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900002613号

2013/05/28

2022/07/14

代表取締役

石川 統一 東京都千代田区外神田４－１４－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950002613号

2013/05/28

2022/07/14

代表取締役

浜野 廣美 大阪府大阪市住之江区平林南２－８－３７ 産業廃棄物収集運搬業

第02900002036号

2013/07/23

2023/08/09

代表取締役

浜野 廣美 大阪府大阪市住之江区平林南２－８－３７ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950002036号

2013/07/23

2020/07/06

産業廃棄物収集運搬業 第02900004771号

2013/07/31

2024/06/04

５３
５４
５５
５６
５７
５８

甲陽興産株式会社
エコシステムジャパン株式会社
エコシステムジャパン株式会社
大幸工業株式会社
大幸工業株式会社
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１－３４５－７

５９ 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１－２６－２

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000192号

2013/08/05

2020/07/06

６０ 株式会社エフアンドケイ

代表取締役

西畑 圭策 京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後８０ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950002658号

2013/08/05

2023/08/17

６１ 株式会社ヤマゼン運輸

代表取締役

奥田 貴光 三重県伊賀市予野字西出２７００－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950033499号

2013/08/05

2020/06/16

６２ 株式会社アイザック・トランスポート

代表取締役

北山 英人 富山県富山市米田１－６－３０

産業廃棄物収集運搬業 第02900000485号

2013/09/20

2020/08/06

６３ 株式会社アイザック・トランスポート

代表取締役

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000485号

2013/09/20

2020/08/06

６４ 株式会社コスミック

代表取締役

北山 英人 富山県富山市米田１－６－３０
國中 伸也 大阪府枚方市春日西町２－１－７

産業廃棄物収集運搬業 第02900060105号

2013/09/24

2024/06/01

６５ 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３０８０－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900006808号

2013/10/01

2025/03/25

６６ 株式会社山本清掃

代表取締役

山本 敏裕 京都府京都市伏見区横大路千両松町１９６－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900021247号

2013/10/23

2024/09/19

代表取締役

柾木 隆弘 大阪府大阪市此花区梅町２－２－２５

産業廃棄物収集運搬業 第02900005512号

2013/10/24

2020/09/24

代表取締役

神藤 信六 大阪府泉佐野市日根野３６４０

産業廃棄物収集運搬業 第02900019548号

2013/10/24

2020/05/22

代表取締役

渡部 敏弘 大阪府大阪市東成区大今里西１－１９－３８ 産業廃棄物収集運搬業

第02900002970号

2013/10/31

2024/08/09

代表取締役

渡部 敏弘 大阪府大阪市東成区大今里西１－１９－３８ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950002970号

2013/10/31

2025/03/25

代表取締役

高山 靖徳 愛知県名古屋市守山区吉根２－３００６

産業廃棄物収集運搬業 第02900016156号

2013/11/05

2020/05/22

代表取締役

木下 昌秀 京都府宇治市広野町西裏１００－６７

産業廃棄物収集運搬業 第02900039946号

2013/11/25

2020/10/07

代表取締役

加藤 栄作 東京都千代田区丸の内２－３－２

産業廃棄物収集運搬業 第02900017929号

2013/12/04

2020/11/24

代表取締役

加藤 栄作 東京都千代田区丸の内２－３－２

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950017929号

2013/12/04

2020/11/24

代表取締役

田中 正人 大阪府八尾市南木の本５－４９

産業廃棄物収集運搬業 第02900067110号

2013/12/10

2023/04/04

代表取締役

小西 敏夫 愛知県半田市日東町２－８

産業廃棄物収集運搬業 第02900003532号

2013/12/16

2020/12/14

６７
６８
６９
７０
７１
７２
７３
７４
７５
７６

柾木工業株式会社
株式会社丸六
大東衛生株式会社
大東衛生株式会社
フジ建設株式会社
株式会社木下カンセー
エバークリーン株式会社
エバークリーン株式会社
株式会社田中浚渫工業
サンワ技研株式会社

事業者名(会社名)

代表者役職名 代表者氏名 本社住所(所在地)

許可期限日

公表情報が閲覧できるホームページアドレス

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950003532号

2013/12/16

2020/12/14

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=02642
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=84958
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=84958
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=756547
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=07516
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=405963
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=29224
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=01390
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=03767
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=931314
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=03072
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=60034
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=43892
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=31671
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=65149
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=930658
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=71637
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=03035
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=70123
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=65023
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=65149
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=80789
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=918137
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=477596
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=810245
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=242403

許可番号

７７ サンワ技研株式会社

代表取締役

７８ クリーンスペース株式会社

代表取締役 橋本 味永子

京都府京都市伏見区横大路千両松町４３－１５

産業廃棄物収集運搬業 第02900112621号

2014/04/24

2021/02/23

７９ クリーンスペース株式会社

代表取締役 橋本 味永子

京都府京都市伏見区横大路千両松町４３－１５ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950112621号

2014/04/24

2021/02/23

８０ 株式会社北部衛生

代表取締役

川﨑 信裕 大阪府大阪市東成区東中本２－１４－２７ 産業廃棄物収集運搬業

第02900143781号

2014/06/10

2021/05/26

８１ 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２－２－４

産業廃棄物収集運搬業 第02900009653号

2014/06/26

2021/05/19

８２ 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１５－４

産業廃棄物収集運搬業 第02900013374号

2014/07/10

2021/07/09

８３ ミナミ金属株式会社

代表取締役

岡村 昇

産業廃棄物収集運搬業 第02900035690号

2014/07/23

2021/06/14

代表取締役

岡村 睦夫 東京都八王子市小津町１０６－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900001865号

2014/08/05

2021/05/19

代表取締役

山崎 公信 三重県伊賀市治田字シデノ木２４４１－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900004947号

2014/08/11

2021/08/09

代表取締役

中澤 和夫 京都府京都市右京区西院月双町９９

産業廃棄物収集運搬業 第02900019831号

2014/08/11

2021/08/09

代表取締役

岩元 雅清 大阪府大阪市都島区内代町２－７－３８

産業廃棄物収集運搬業 第02900004060号

2014/10/24

2021/08/09

産業廃棄物収集運搬業 第02900000688号

2014/11/18

2021/10/18

産業廃棄物収集運搬業 第02900051858号

2014/12/22

2021/12/13

代表取締役

松井 賢二 大分県大分市久原中央４－７－１
水谷 真伸 愛知県名古屋市中川区江松５－６０８

産業廃棄物収集運搬業 第02900038463号

2015/01/19

2022/01/11

代表取締役

大天 広正 大阪府東大阪市布市町２－１－４０

産業廃棄物収集運搬業 第02900008395号

2015/01/29

2021/12/05

代表取締役

日浦 祐治 三重県名張市美旗中村２６１８－２

産業廃棄物収集運搬業 第02900125868号

2015/04/09

2025/03/26

代表取締役

光友 篤史 三重県津市戸木町焼野５４１６－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900035812号

2015/05/07

2022/02/15

代表取締役

森下 和尚 兵庫県伊丹市北河原５－３－３１

産業廃棄物収集運搬業 第02900004014号

2015/06/29

2022/06/22

代表取締役

三輪 昌輝 鳥取県境港市昭和町５－１７

産業廃棄物収集運搬業 第02900003489号

2015/07/09

2022/05/15

８４
８５
８６
８７

オーエム通商株式会社
株式会社ヤマゼン
興亜工業株式会社
北大阪清掃株式会社

小西 敏夫 愛知県半田市日東町２－８

優良認定・
優良確認年月日
（初回）

業の区分

８８ 株式会社西商店

代表取締役 西

８９ 藤澤環境開発株式会社

代表取締役

９０
９１
９２
９３
９４
９５

有限会社水谷ケミカル
リサイクルセンター株式会社
有限会社日新商会
株式会社吉野興産
株式会社大協
三光株式会社
東芝環境ソリューション株式会社
リサイクルセンター株式会社

義雄

石川県金沢市打木町東１４２６

東京都大田区池上６－２８－５

増山 宏 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２０－１
代表取締役 大天 広正 大阪府東大阪市布市町２－１－４０

産業廃棄物収集運搬業 第02900000343号

2015/07/31

2022/07/30

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950008395号

2015/09/15

2022/06/20

９８ 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２－９－４５

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950075529号

2015/09/24

2022/09/20

９９ 株式会社大栄

代表取締役

木村 裕之 兵庫県西宮市鳴尾浜２－１－２６

産業廃棄物収集運搬業 第02900154237号

2015/11/25

2022/11/23

１００ 株式会社丸池

代表取締役

森本 達彦 滋賀県野洲市大篠原３４５０－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900039307号

2015/12/18

2022/12/01

１０１ 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７－１４－３８

産業廃棄物収集運搬業 第02900021491号

2015/12/21

2022/12/18

１０２ 宮坂産業株式会社

代表取締役

宮坂 竜司 大阪府大阪市北区豊崎１－１１－２５

産業廃棄物収集運搬業 第02900015965号

2015/12/24

2022/12/23

９６
９７

代表取締役

事業者名(会社名)

代表者役職名 代表者氏名 本社住所(所在地)

業の区分

許可番号

優良認定・
優良確認年月日
（初回）

許可期限日

公表情報が閲覧できるホームページアドレス
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=70123
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=00438
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=00438
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=866481
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=889929
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=28476
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=28476
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=15373
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=81155
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=27833
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=31274
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=31274
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=85369
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=391121
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=00978
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=05605

１０３ 三光株式会社

代表取締役

三輪 昌輝 鳥取県境港市昭和町５－１７

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950003489号

2015/12/24

2022/11/09

１０４ 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５－７－７

産業廃棄物収集運搬業 第02900000617号

2016/01/12

2023/01/04

１０５ 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５－７－７

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000617号

2016/01/12

2023/01/04

１０６ 有限会社ナカタツ環境

代表取締役

中村 好江 岐阜県揖斐郡揖斐川町長良２１３－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900001509号

2016/01/14

2022/11/14

馬場 孝至 大阪府柏原市国分東条町２６－１５

産業廃棄物収集運搬業 第02900057913号

2016/02/01

2022/12/07

１０８ 株式会社ヤマサ

代表取締役 小村 佳代子 大阪府堺市堺区石津北町１０５－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900034853号

2016/02/22

2023/02/20

１０９ 株式会社ヤマサ

代表取締役 小村 佳代子 大阪府堺市堺区石津北町１０５－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950034853号

2016/02/22

2023/02/20

１１０ 誠美社工業株式会社

産業廃棄物収集運搬業 第02900019319号

2016/03/10

2023/03/09

産業廃棄物収集運搬業 第02900021745号

2016/03/17

2023/03/16

産業廃棄物収集運搬業 第02900034152号

2016/04/25

2023/03/28

産業廃棄物収集運搬業 第02900037996号

2016/04/25

2023/04/14

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950037996号

2016/04/25

2023/03/26

産業廃棄物収集運搬業 第02900007094号

2016/05/25

2023/05/06

産業廃棄物収集運搬業 第02900005138号

2016/05/27

2023/05/26

１１７ 株式会社リヴァックス

仁 愛知県瀬戸市暁町３－９１
代表取締役 高橋 克実 兵庫県たつの市揖保川町正條３７９
代表取締役 石井 沖彦 和歌山県有田市港町７９３－２４
代表取締役 植田 直子 大阪府大東市大字龍間９９６
代表取締役 植田 直子 大阪府大東市大字龍間９９６
代表取締役 小山 邦明 三重県四日市市富田３－２２－７９
代表取締役 安田 年道 三重県伊賀市西高倉６３４１
代表取締役 山本 英治 兵庫県西宮市鳴尾浜２－１－１６

産業廃棄物収集運搬業 第02900001331号

2016/05/31

2023/05/30

１１８ 興隆産業株式会社

代表取締役

中川 真治 兵庫県神戸市中央区三宮町１－１－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950007253号

2016/05/31

2023/05/01

１１９ 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９－１ 産業廃棄物収集運搬業

第02900054519号

2016/06/16

2023/06/12

１２０ 株式会社エム・シー・エス

代表取締役

山本 文生 三重県津市下弁財町津興２５８－２

産業廃棄物収集運搬業 第02900050939号

2016/06/21

2023/06/04

http://www.mcs-web.net/

１２１ 和歌山代用燃料株式会社

代表取締役

中尾 準一 和歌山県和歌山市西浜１６６０

産業廃棄物収集運搬業 第02900016851号

2016/06/27

2023/06/24

１２２ 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６－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900001169号

2016/07/01

2023/05/22

１２３ 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６－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950001169号

2016/07/01

2023/05/22

１２４ 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１－５７－８

産業廃棄物収集運搬業 第02900103042号

2016/08/31

2023/08/30

１２５ 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１－５７－８

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950103042号

2016/08/31

2023/08/30

１２６ 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２－１２－１０ 産業廃棄物収集運搬業

第02900039392号

2016/09/15

2023/09/14

１２７ 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５０－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950007612号

2016/09/30

2023/09/20

１２８ 株式会社さつき

代表取締役

皐月 篤

産業廃棄物収集運搬業 第02900046625号

2016/10/03

2023/10/01

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=304638
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=00854
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=00854
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=78137
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=78137
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=719326
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=05899
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=944166

１０７ 株式会社東栄大和クリーンセンター 代表取締役

１１１ 株式会社イボキン
１１２ 株式会社石井建材店
１１３ 株式会社植田建設
１１４ 株式会社植田建設
１１５ 三岐通運株式会社
１１６ 株式会社クリンアース・ジャパン

代表取締役 小野

大阪府大阪市大正区鶴町４－１２－２７

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

優良認定・
優良確認年月日
（初回）

許可期限日

公表情報が閲覧できるホームページアドレス

産業廃棄物収集運搬業 第02900069401号

2016/10/21

2023/10/20

小山 直紀 京都府久世郡久御山町森三丁６

産業廃棄物収集運搬業 第02900003334号

2016/11/21

2023/11/14

代表取締役

小山 直紀 京都府久世郡久御山町森三丁６

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950003334号

2016/11/21

2023/11/18

１３２ 三洋商事株式会社

代表取締役

上田 博康 東京都千代田区有楽町１－１２－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900030460号

2016/12/09

2023/12/08

１３３ 三洋商事株式会社

代表取締役

上田 博康 東京都千代田区有楽町１－１２－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950030460号

2016/12/09

2023/12/08

１３４ 株式会社森商事

2017/01/30

2024/01/29

2017/02/03

2024/02/02

2017/02/07

2023/11/18

2017/02/17

2024/02/01

2017/03/08

2024/03/07

2017/03/27

2024/03/18

2017/03/28

2024/03/21

2017/03/28

2024/03/21

2017/03/28

2024/02/22

2017/03/28

2024/02/22

2017/05/15

2024/05/14

2017/05/26

2024/04/26

１４６ 株式会社ディプロ

森 史朗 福岡県大牟田市大字草木１２６３
産業廃棄物収集運搬業 第02900000663号
産業廃棄物収集運搬業 第02900014586号
代表取締役 田中 伸一 兵庫県尼崎市武庫町２－２０－１３
代表取締役 深江 伯史 東京都中央区日本橋富沢町５－４
産業廃棄物収集運搬業 第02900001002号
代表取締役 林 博之 大阪府大阪市住之江区平林南１－４－５２ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000558号
代表取締役 林 博之 大阪府大阪市浪速区恵美須西３－１６－４１ 産業廃棄物収集運搬業 第02900021811号
産業廃棄物収集運搬業 第02900002359号
代表取締役 下田 陽一 三重県鈴鹿市住吉町８４４０
代表取締役 小松 和史 神奈川県相模原市緑区橋本台１－８－２１ 産業廃棄物収集運搬業 第02900000728号
代表取締役 小松 和史 神奈川県相模原市緑区橋本台１－８－２１ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950000728号
代表取締役 仁保 めぐみ 兵庫県尼崎市東難波町２－１－１３
産業廃棄物収集運搬業 第02900013993号
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950061097号
代表取締役 丸岡 陽太 京都府福知山市牧神谷２８５－４１
産業廃棄物収集運搬業 第02900038060号
代表取締役 糟谷 敏美 東京都八王子市旭町１１－５
代表取締役 廣瀬 真弓 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾９６０－１ 産業廃棄物収集運搬業 第02900042387号
代表取締役 乾 勝晴 大阪府貝塚市名越７３３－３７
産業廃棄物収集運搬業 第02900047225号

2017/05/26

2024/04/10

１４７ 株式会社ヤマゼン運輸

代表取締役

奥田 貴光 三重県伊賀市予野字西出２７００－１

産業廃棄物収集運搬業 第02900033499号

2017/06/02

2024/04/03

１４８ 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

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950005862号

2017/07/03

2024/06/19

１４９ 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１９７４－２ 産業廃棄物収集運搬業

第02900012641号

2017/07/04

2024/06/03

１５０ 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１９７４－２ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950012641号

2017/07/04

2024/06/03

１５１ 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２８５－４１

産業廃棄物収集運搬業 第02900061097号

2017/07/19

2024/06/11

１５２ 株式会社新地衛生

代表取締役

2017/08/02

2024/07/19

１５３ 株式会社ジェネス

代表取締役

2017/08/28

2024/08/25

１５４ 東海サンド株式会社

代表取締役

澤田 益男 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１２－１０特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950039392号
松下 正仁 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花６８－３ 産業廃棄物収集運搬業 第02900000229号
塚本 正浩 静岡県御前崎市佐倉４７３１
産業廃棄物収集運搬業 第02900003444号

2017/09/25

2024/09/24

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=760051
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=544586
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=544586
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=24546
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=24546
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=564836
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=11362
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=115136
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=500021
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=489918
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=01761
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=60037
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=60037
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=10889
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=85567
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=85517
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=528214
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=907644
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=27241
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=231425
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=09800
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=09800
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=85567
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=719326
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=00155
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/ind
ex_u2.php?UserID=372878

事業者名(会社名)

代表者役職名 代表者氏名 本社住所(所在地)

業の区分

１２９ 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３５５－６

１３０ 株式会社大宝化成

代表取締役

１３１ 株式会社大宝化成

１３５ 丸協産業株式会社
１３６ シグマテック株式会社
１３７ 大阪廃棄物処理株式会社
１３８ 合同衛生株式会社
１３９ 株式会社フジコウ
１４０ 三友プラントサービス株式会社
１４１ 三友プラントサービス株式会社
１４２ 有限会社エビオ
１４３ 株式会社スリーエス
１４４ 日野金属産業株式会社
１４５ 株式会社ヒロセ

許可番号

代表取締役

事業者名(会社名)

優良認定・
優良確認年月日
（初回）

許可期限日

公表情報が閲覧できるホームページアドレス

2017/09/25

2024/09/24

2017/10/10

2024/10/09

2017/10/16

2024/08/30

2017/10/20

2024/08/26

2018/01/15

2025/01/14

2018/01/25

2024/11/26

2018/02/23

2025/02/13

2018/03/06

2025/01/14

2018/03/09

2025/01/17

2018/03/12

2025/03/11

2018/03/22

2025/03/17

2018/03/22

2025/03/17

2018/03/27

2025/02/11

2018/03/27

2025/02/11

2018/05/25

2025/03/24

2018/06/13

2025/04/23

2018/08/21

2025/08/20

2018/10/11

2025/10/10

産業廃棄物収集運搬業 第02900002267号

2018/11/15

2025/10/02

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950002267号

2018/11/15

2025/10/02

山崎 公信 三重県伊賀市治田字シデノ木２４４１－１ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950004947号

2018/11/19

2025/10/08

産業廃棄物収集運搬業 第02900005022号

2018/12/11

2025/11/10

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950108719号

2019/01/15

2026/01/14

産業廃棄物収集運搬業 第02900017848号

2019/02/15

2026/01/28

産業廃棄物収集運搬業 第02900017035号

2019/03/11

2026/02/04

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950017035号

2019/03/11

2026/02/04
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ex_u2.php?UserID=85551
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ex_u2.php?UserID=85551
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代表者役職名 代表者氏名 本社住所(所在地)

１５５ 株式会社サンワ中部

代表取締役

１５６ 株式会社中部環境技術センター

代表取締役

１５７ オーエム通商株式会社

代表取締役

１５８ サンワリューツー株式会社

代表取締役

１５９ 株式会社ムトウ

代表取締役

１６０ 株式会社ジャパンクリーンサービス

代表取締役

１６１ 赤井工業株式会社

代表取締役

１６２ 株式会社山本清掃

代表取締役

１６３ 株式会社エムエスケイ

代表取締役

１６４ 株式会社きわきん

代表取締役

１６５ 株式会社イージーエス

代表取締役

１６６ 株式会社イージーエス

代表取締役

１６７ 新潟メスキュード株式会社

代表取締役

１６８ 新潟メスキュード株式会社

代表取締役

１６９ 株式会社やまと商事

代表取締役

１７０ 株式会社大栄工業

代表取締役

１７１ 有限会社キョウリード

代表取締役

１７２ 株式会社新関西テクニカ

代表取締役

１７３ 丸両自動車運送株式会社

代表取締役 青木 千加士

業の区分

許可番号

岩崎 茂樹 愛知県半田市日東町１－７
産業廃棄物収集運搬業 第02900140765号
鈴木 孝佳 三重県松坂市伊勢寺町４１８－１
産業廃棄物収集運搬業 第02900024332号
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950001865号
岡村 睦夫 東京都八王子市小津町１０６－１
谷口 隆司 愛知県刈谷市一里山町家下８０
産業廃棄物収集運搬業 第02900005459号
武藤 裕行 大阪府大阪市此花区春日出中２－１－２ 産業廃棄物収集運搬業 第02900003799号
山本 節子 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町４－３４ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950034567号
宮本 清富 和歌山県岩出市畑毛２２６
産業廃棄物収集運搬業 第02900135471号
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950021247号
山本 敏裕 京都府京都市伏見区横大路千両松町１９６－１
橋本 茂昌 静岡県浜松市西区和光町５０５－１
産業廃棄物収集運搬業 第02900003736号
福田 雅之 大阪府大阪市浪速区日本橋東３－１６－５ 産業廃棄物収集運搬業 第02900056329号
村上 正一 愛媛県新居浜市新田町３－１－３９
産業廃棄物収集運搬業 第02900003515号
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950003515号
村上 正一 愛媛県新居浜市新田町３－１－３９
佐藤 弘 新潟県新潟市西区寺尾東１－１９－１９ 産業廃棄物収集運搬業 第02900002903号
佐藤 弘 新潟県新潟市西区寺尾東１－１９－１９ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第02950002903号
山田 真生 石川県金沢市八日市３－６２８－２
産業廃棄物収集運搬業 第02900003302号
山本 文生 三重県伊賀市西明寺字中川原４８５－２ 産業廃棄物収集運搬業 第02900066467号
新井 龍成 京都府京都市伏見区横大路千両松町５５－１ 産業廃棄物収集運搬業 第02900103990号
新井 龍達 京都府宇治市広野町新成田１００－１７７ 産業廃棄物収集運搬業 第02900025281号

１７４ 丸両自動車運送株式会社

静岡県静岡市清水区横砂西町１０－６
代表取締役 青木 千加士 静岡県静岡市清水区横砂西町１０－６

１７５ 株式会社ヤマゼン

代表取締役

１７６ 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
１７７ 株式会社メディカルウェイストシステム 代表取締役 貝原 束 滋賀県栗東市手原３－１０－１１
１７８ 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
１７９ 株式会社ユアサロジテック
代表取締役 栃尾 祐典 大阪府高槻市高西町５－８
１８０ 株式会社ユアサロジテック
代表取締役 栃尾 祐典 大阪府高槻市高西町５－８

