奈良県（奈良市を除く）産業廃棄物収集運搬業許可業者名簿
氏名
名称
代表者名
有限会社馬本賢商店

許可番号
郵便番号
新規・更新許可日
住所
許可期限
電話番号
０２９５４０１７９７５ 〒 636-0916
令和1年 7月 29日
奈良県生駒郡平群町大字若井
令和6年 7月 28日
589番地
（代表取締役 馬本 一男）
(TEL) 0745-45-6666
株式会社エコラス
０２９５４１９６８０５ 〒 639-1062
平成29年 9月 20日
奈良県生駒郡安堵町大字岡崎
令和4年 9月 19日
358番地の2
（代表取締役 西村 龍一）
(TEL) 0743-57-7109
株式会社オクダ
０２９５３０３７０２２ 〒 634-0103
平成30年 5月 15日
奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
令和5年 5月 14日
51番地
（代表取締役 奥田 隆英）
(TEL) 0744-54-4408
株式会社川勝興産
０２９５２０５２３０１ 〒 639-2254
平成31年 1月 7日
奈良県御所市古瀬
令和6年 1月 6日
62番地の2
（代表取締役 吉田 町子）
(TEL) 0745-67-2111
株式会社クボクリーンサービス ０２９５２０３７９７０ 〒 636-0011
※優良認定
平成28年 9月 30日
奈良県北葛城郡王寺町葛下
令和5年 9月 29日
四丁目198番地の2
（代表取締役 窪 宏征）
(TEL) 0745-73-6888
株式会社ＪＥＳＣＯ－ＥＸＰＲＥＳＳ ０２９５２１２６２６１ 〒 636-0011
平成28年 7月 20日
奈良県北葛城郡王寺町葛下
令和3年 7月 19日
四丁目198番地の2
（代表取締役 窪 宏征）
(TEL) 06-6462-0004
株式会社ジャパン・クリーン・サービス ０２９５３０２６２０２ 〒 633-0112
平成30年 2月 12日
奈良県桜井市大字初瀬
令和5年 2月 11日
1530番地
（代表取締役 溝脇 弘行）
(TEL) 0744-47-7731
太陽企業株式会社
０２９５５０１１６８４ 〒 639-3128
平成30年 2月 26日
奈良県吉野郡大淀町大字比曾
令和5年 2月 25日
1606番地
（代表取締役 川崎 勝也）
(TEL) 0746-32-5833
トミイ工業株式会社
０２９５４０９９５４７ 〒 636-0112
平成29年 11月 26日
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東
令和4年 11月 25日
一丁目1番9号
（代表取締役 冨井 啓詞）
(TEL) 0745-74-2456
株式会社奈良メディスポ
０２９５４００２５７９ 〒 636-0821
平成30年 7月 1日
奈良県生駒郡三郷町立野北
令和5年 6月 30日
一丁目27番90号
（代表取締役 米澤 康二）
(TEL) 0745-32-8889

作成日 2021/6/10
業の種類・事業の区分
（許可廃棄物）

特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
感
(連絡先) 奈良県生駒郡平群町大字若井589番地 TEL 0745-45-6666
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
酸 、ア 、感
(連絡先) 奈良県生駒郡安堵町大字岡崎358番地の2 TEL 0743-57-7109
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
石綿
(連絡先) 奈良県磯城郡田原本町大字味間152番地の1 TEL 0744-54-4408
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
油 、酸 、ア 、石綿
(連絡先) 奈良県御所市古瀬62番地の2 TEL 0745-67-2111
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
汚 、油 、酸 、ア 、感 、石綿 、水銀
(連絡先) 奈良県北葛城郡王寺町葛下四丁目198番地の2 TEL 0745-73-6888
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
油 、酸 、ア 、廃Ｐ、Ｐ汚
(連絡先) 大阪府大阪市此花区西九条2丁目5番18号 TEL 06-6462-0004
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
感
(連絡先) 奈良県桜井市大字初瀬1530番地 TEL 0744-47-7731
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
油 、酸 、ア 、鉱、感 、廃Ｐ(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に限る)、Ｐ汚(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に限る)、石綿

(連絡先) 奈良県吉野郡大淀町大字比曾1606番地 TEL 0746-32-5833
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
石綿
(連絡先) 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東一丁目1番9号 TEL 0745-74-2456
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
感
(連絡先) 奈良県生駒郡三郷町立野北一丁目27番90号 TEL 0745-32-8889

(1)

奈良県（奈良市を除く）産業廃棄物収集運搬業許可業者名簿
氏名
名称
代表者名
株式会社南都興産
※優良認定
（代表取締役 谷 マリ子）
株式会社NANBU
（代表取締役 岩本 和代）
南部環境開発株式会社
※優良認定
（代表取締役
北川 秀修）
日本資環株式会社
※優良認定
（代表取締役 吉田 雅亮）
株式会社富士環境開発
（代表取締役 山田 勝康）
有限会社松本清掃社
※優良認定
（代表取締役 松本 清信）
南大和環境株式会社
（代表取締役 奥本 勝）
株式会社山崎産業
（代表取締役 山崎 和英）
株式会社大和産廃
（代表取締役 小南 信之）
弓場 一帆

許可番号
郵便番号
新規・更新許可日
住所
許可期限
電話番号
０２９５２００１５６８ 〒 639-2272
平成27年 7月 1日
奈良県御所市大字蛇穴
令和4年 6月 30日
406番地の1
(TEL) 0745-65-2017
０２９５３０５７６０５ 〒 634-0832
平成31年 2月 1日
奈良県橿原市五井町
令和6年 1月 31日
187番地の2
(TEL) 0744-25-5383
０２９５３００９５９７ 〒 636-0246
平成28年 5月 25日
奈良県磯城郡田原本町大字千代
令和5年 5月 24日
580番地の4
(TEL) 0744-33-1003
０２９５６００１３５４ 〒 638-0662
平成27年 3月 12日
奈良県五條市西吉野町夜中
令和4年 3月 11日
391番地の2
(TEL) 0747-34-0045
０２９５３１８９０８０ 〒 634-0813
令和2年 5月 27日
奈良県橿原市四条町
令和7年 5月 26日
20番地の10
(TEL) 0744-22-3506
０２９５４００５４３２ 〒 639-1101
平成30年 7月 7日
奈良県大和郡山市下三橋町
令和7年 7月 6日
420番地の26
(TEL) 0743-53-5211
０２９５２１２７４９９ 〒 639-2277
平成29年 7月 4日
奈良県御所市室
令和4年 7月 3日
54番地の2の1
(TEL) 0745-65-0051
０２９５２０６７５３１ 〒 635-0821
令和2年 12月 8日
奈良県北葛城郡広陵町大字三吉
令和7年 12月 7日
1731番地1
(TEL) 0745-55-6880
０２９５３１８８０９５ 〒 633-0045
平成29年 10月 31日
奈良県桜井市大字山田
令和4年 10月 30日
541番地の1
(TEL) 0744-45-4600
０２９５２１６９７４０ 〒 635-0059
平成30年 1月 15日
奈良県大和高田市大字吉井
令和5年 1月 14日
172番地
(TEL) 0745-52-5225

作成日 2021/6/10
業の種類・事業の区分
（許可廃棄物）

特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
ば、石綿
(連絡先) 奈良県御所市大字蛇穴406番地の1 TEL 0745-65-2017
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
感
(連絡先) 奈良県橿原市五井町187番地の2 TEL 0744-25-5383
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
石綿
(連絡先) 奈良県磯城郡田原本町大字千代580番地の4 TEL 0744-33-1003
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
感
(連絡先)

大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-10青山ビル本館405号室、奈良県五條市西吉野町夜中391番地の2、三重県伊賀市伊勢路1157-75

特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
油 、酸 、ア 、石綿
(連絡先) 奈良県橿原市四条町20番地の10 TEL 0744-22-3506
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
油 、石綿
(連絡先) 奈良県大和郡山市下三橋町420番地の26 TEL 0743-53-5211
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
石綿
(連絡先) 奈良県御所市室54番地の2の1 TEL 0745-65-0051
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
石綿
(連絡先) 奈良県北葛城郡広陵町大字笠297番地の1 TEL 0745-55-6880
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
油
(連絡先) 奈良県桜井市大字山田541番地の1 TEL 0744-45-4600
特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）
感
(連絡先) 奈良県大和高田市大字吉井172番地 TEL 0745-52-5225

(2)

TEL 0747-34-0045

