
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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
アークス株式会社 ０２９０２２０９１１８ 〒　635-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 7日 奈良県大和高田市南今里町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 6日 12番14号
（代表取締役　松谷　優気） (TEL)  0745-27-4924 (連絡先)　奈良県大和高田市南今里町12番14号　TEL  0745-27-4924
株式会社アークス ０２９０４２１５４５１ 〒　639-1061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 10日 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 6月 9日 275番地の4
（代表取締役　大角　秀樹） (TEL)  0743-86-4164 (連絡先)　奈良県生駒郡安堵町大字東安堵275番地の4　TEL  0743-86-4164
株式会社アーケック ０２９０２１３４７８３ 〒　635-0043 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 24日 奈良県大和高田市大字出
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 4月 23日 169番地の1
（代表取締役　奥田　弘司） (TEL)  0745-53-7726 (連絡先)　奈良県大和高田市大字出169番地の1　TEL  0745-53-7726
株式会社アート建設 ０２９０２１２７７２９ 〒　636-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 27日 奈良県北葛城郡河合町大字川合
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 6月 26日 1043番地
（代表取締役　井羅　洋之） (TEL)  0745-56-6655 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字川合1043番地　TEL  0745-56-6655
アーム株式会社 ０２９０３２１７２９４ 〒　634-0009 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 14日 奈良県橿原市中町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和7年 9月 13日 200番地の99
（代表取締役　山﨑　誠一郎） (TEL)  0744-21-0604 (連絡先)　奈良県橿原市中町200番地の99　TEL  0744-21-0604
株式会社アイワ ０２９０２１７２５１５ 〒　636-0021 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 29日 奈良県北葛城郡王寺町畠田
油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 7月 28日 八丁目1736番地の1
（代表取締役　森近　浩規） (TEL)  0745-32-2331 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町畠田八丁目1736番地の1　TEL  0745-32-2331
アエバ設備工業株式会社 ０２９０２２１９７３６ 〒　635-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 20日
奈良県北葛城郡広陵町馬見北五丁
目

プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 19日 17番21号
（代表取締役　饗庭　厚司） (TEL)  0745-54-5697 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町馬見北五丁目17番21号　TEL  0745-54-5697
株式会社青山組 ０２９０４０２１５６７ 〒　636-0111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 16日 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 15日 一丁目14番15号
（代表取締役　青山　雄之） (TEL)  0745-74-0518 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北一丁目14番15号　TEL  0745-74-0518
赤木工業株式会社 ０２９０４１６０８３１ 〒　636-0091 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 4日 奈良県大和郡山市今国府町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 3日 288-1
（代表取締役　赤木　捷二） (TEL)  0743-56-1232 (連絡先)　奈良県大和郡山市今国府町288-1　TEL  0743-56-1232
赤阪　光章 ０２９０３１５４５６７ 〒　636-0202 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 13日 奈良県磯城郡川西町大字結崎
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 12日 121番地
(TEL)  0745-44-0309 (連絡先)　奈良県天理市庵治町5の番外地　TEL  0745-44-0309
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
秋田工務店株式会社 ０２９０３１８０５８９ 〒　634-0846 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 4日 奈良県橿原市小槻町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 12月 3日 209番地の3

（代表取締役　田上　博）
(TEL)  0744-23-4639,090-3263-
7778

(連絡先)　奈良県橿原市小槻町209番地の3　TEL  0744-23-4639,090-3263-7778

株式会社アキヨシ ０２９０３２２１７４１ 〒　633-2111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 14日 奈良県宇陀市大宇陀内原
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水ば除)、工 (石
綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 13日 272番地の1
（代表取締役　泉岡　明彦） (TEL)  0745-80-2028 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀内原272番地の1　TEL  0745-80-2028
アクアソリューション株式会社 ０２９０３０３２２１８ 〒　634-0816 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

※優良認定 平成29年 10月 5日 奈良県橿原市慈明寺町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 10月 4日 203番地の8
（代表取締役　尾田　肇睦） (TEL)  0744-22-3449 (連絡先)　奈良県橿原市慈明寺町203番地の8　TEL  0744-22-3449
浅井　康博 ０２９０４１７５０１８ 〒　639-1032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 28日 奈良県大和郡山市池沢町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和5年 11月 27日 430番地19
(TEL)  0743-59-2680 (連絡先)　奈良県大和郡山市池沢町430番地19　TEL  0743-59-2680

有限会社アサヒ開発 ０２９０２０５１０５９ 〒　639-2301 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 22日 奈良県御所市大字元町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 7月 21日 315番地
（代表取締役　杉田　友昭） (TEL)  0745-62-3334 (連絡先)　奈良県御所市大字元町325-1　TEL  0745-62-3334
朝日建設工業株式会社 ０２９０２１１８２７２ 〒　639-2164 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 22日 奈良県葛󠄀城市長尾
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 21日 259番地の12
（代表取締役　山下　日出海） (TEL)  0745-48-5880 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市木戸60-3　TEL  0745-48-5880
株式会社朝日道路 ０２９０２０９７７３７ 〒　639-0265 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 26日 奈良県香芝市上中
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 25日 432番地の1
（代表取締役　古江　司朗） (TEL)  0745-78-1518 (連絡先)　奈良県香芝市上中432番地の1　TEL  0745-78-1518
株式会社アシスト ０２９０４１８４３４７ 〒　639-1037 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 29日 奈良県大和郡山市額田部北町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和8年 1月 28日 320番地4
（代表取締役　八木　進一） (TEL)  0743-59-3337 (連絡先)　奈良県大和郡山市額田部北町320番地4　TEL  0743-59-3337
株式会社東組 ０２９０３２２０１５８ 〒　634-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 5日 奈良県橿原市城殿町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 4日 320番地の6
（代表取締役　東　竜次） (TEL)  0744-24-2643 (連絡先)　奈良県橿原市城殿町320番地の6　TEL  0744-24-2643
株式会社アズマヤ ０２９０３１８４９５０ 〒　634-0844 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 1日 奈良県橿原市土橋町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 
(石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 9月 30日 172番地の5
（代表取締役　東屋　雅浩） (TEL)  0744-49-2255 (連絡先)　奈良県橿原市土橋町172番地の5　TEL  0744-49-2255
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社阿部建設 ０２９０６１２６８５０ 〒　637-1216 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 25日 奈良県吉野郡十津川村大字川津
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 24日 706番地の3
（代表取締役　中原　達生） (TEL)  0746-67-0321 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字川津706番地の3　TEL  0746-67-0321
株式会社アライズ ０２９０２２１４８３４ 〒　639-2136 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 30日 奈良県御所市大字蛇穴
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石
綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 29日 375番地の1
（代表取締役　櫻井　佑吾） (TEL)  0745-52-8182 (連絡先)　奈良県御所市大字蛇穴375番地の1　TEL  0745-52-8182
株式会社新井造園土木 ０２９０４２１３６０９ 〒　632-0063 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 1月 28日 奈良県天理市西長柄町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 1月 27日 289番地51
（代表取締役　新井　弘） (TEL)  0743-66-0041 (連絡先)　奈良県天理市西長柄町289番地51　TEL  0743-66-0041
有本　利廣 ０２９０３１５９２１８ 〒　633-0021 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(フューチャーサービス) 令和3年 3月 22日 奈良県桜井市大字倉橋
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 21日 2863番地
(TEL)  0744-42-6884 (連絡先)　奈良県桜井市大字倉橋2863番地　TEL  0744-42-6884

有山　兼治 ０２９０４２２７６１１ 〒　630-0101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 13日 奈良県生駒市高山町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 12日 12367番地
(TEL)  0743-89-2253 (連絡先)　奈良県生駒市高山町12367番地　TEL  0743-89-2253

有山農工社株式会社 ０２９０４１２７５５５ 〒　630-0101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 1日 奈良県生駒市高山町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 31日 4103番地の1
（代表取締役　有山　久一） (TEL)  0743-78-4122 (連絡先)　奈良県生駒市高山町4103番地の1　TEL  0743-78-4122
有山　良一 ０２９０４１２１２９４ 〒　630-0101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(有山建材興業) 令和2年 9月 27日 奈良県生駒市高山町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 26日 4530番地
(TEL)  0743-71-2566 (連絡先)　奈良県生駒市高山町13343-3　TEL  0743-71-2566

有限会社アルデコ希 ０２９０４２２０６９２ 〒　639-1123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 2日 奈良県大和郡山市筒井町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 1日 575番地の9
（代表取締役　辻本　竜二） (TEL)  0743-53-2247 (連絡先)　奈良県大和郡山市田中町734　TEL  0743-53-2247
株式会社イーファースト ０２９０４２２３６３４ 〒　636-0914 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 27日 奈良県生駒郡平群町西宮
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 26日
二丁目7番5号ドラゴンリバー百貨
店2F203

（代表取締役　杉田　亮） (TEL)  0745-43-6995
(連絡先)　奈良県生駒郡平群町西宮二丁目7番5号ドラゴンリバー百貨店2F203　TEL  0745-
43-6995

株式会社eプロジェクト ０２９０４１９１３０１ 〒　639-1028 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 28日 奈良県大和郡山市小泉町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 27日 170番1
（代表取締役　山岸　誠） (TEL)  0743-53-3507 (連絡先)　奈良県大和郡山市小泉町170番1　TEL  0743-53-3507

( 3 )



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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
生川　慶彦 ０２９０３１９６９２２ 〒　634-0835 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 28日 奈良県橿原市東坊城町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 9月 27日 209番地の16
(TEL)  0744-35-5262 (連絡先)　奈良県橿原市東坊城町209番地の16　TEL  0744-35-5262

池澤　謙司 ０２９０３２０６３８０ 〒　636-0341 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(MARUKEN) 平成31年 4月 24日 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 4月 23日 64番地の9
(TEL)  0744-33-0463 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺64番地の9　TEL  0744-33-0463

池田　早苗 ０２９０２１８６０３２ 〒　639-0261 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(池田建設) 令和2年 12月 9日 奈良県香芝市尼寺
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 8日 594番地5
(TEL)  0745-77-1019 (連絡先)　奈良県香芝市尼寺594番地5　TEL  0745-77-1019

池田　直樹 ０２９０５２０６６７２ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 8日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 7日 593番地の1
(TEL)  080-8521-5713 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕593番地の1　TEL  080-8521-5713

池田　吉範 ０２９０４２０４６９８ 〒　632-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 1月 9日 奈良県天理市石上町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 1月 8日 744番地5
(TEL)  0743-85-6496 (連絡先)　奈良県天理市石上町744番地5　TEL  0743-85-6496

池田　龍平 ０２９０２２１０４２４ 〒　635-0087 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 2日 奈良県大和高田市内本町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 1日 5番17号
(TEL)  0745-52-1363 (連絡先)　奈良県大和高田市内本町5番17号　TEL  0745-52-1363

池田水道工業株式会社 ０２９０２１８４９４８ 〒　635-0097 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 25日 奈良県大和高田市北本町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 24日 4番21号
（代表取締役　福田　真一） (TEL)  0745-52-2871 (連絡先)　奈良県大和高田市北本町4番21号　TEL  0745-52-2871
池谷　達也 ０２９０４０６１９３２ 〒　630-0222 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(池谷建設・池谷運輸) 令和1年 6月 4日 奈良県生駒市さつき台
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 6月 3日 1丁目680番地105
(TEL)  0743-76-8865 (連絡先)　奈良県生駒市さつき台1丁目680番地105　TEL  0743-76-8865

池永　真二 ０２９０２１２６９８８ 〒　635-0815 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(池永総建) 令和3年 4月 19日 奈良県北葛城郡広陵町大字古寺
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 18日 596番地1
(TEL)  0745-57-2828 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字古寺596番地1　TEL  0745-57-2828

池原運送有限会社 ０２９０５０５２０７２ 〒　639-3805 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 13日 奈良県吉野郡下北山村大字上池原
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 12日 337番地
（代表取締役　竹株　武司） (TEL)  07468-5-2130 (連絡先)　奈良県吉野郡下北山村大字上池原337番地　TEL  07468-5-2130

( 4 )



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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社生駒運送 ０２９０４２１１３５８ 〒　630-0131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 12日 奈良県生駒市上町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 8月 11日 2745番地1
（代表取締役　打田　朋広） (TEL)  0743-78-1235 (連絡先)　奈良県生駒市上町2745番地1　TEL  0743-78-1235
株式会社生駒市衛生社 ０２９０４０３５２５３ 〒　630-0142 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 29日 奈良県生駒市北田原町
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 28日 1548番地1
（代表取締役　武田　年弘） (TEL)  0743-79-9031 (連絡先)　奈良県生駒市北田原町1548番地1　TEL  0743-79-9031
株式会社生駒市清掃社 ０２９０４２２７１８８ 〒　630-0142 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 4日 奈良県生駒市北田原町
汚 (水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 3日 1548番地1
（代表取締役　武田　年弘） (TEL)  0743-70-0845 (連絡先)　奈良県生駒市北田原町1548番地1　TEL  0743-70-0845
株式会社生駒土木 ０２９０４１８４９６４ 〒　630-0246 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 31日 奈良県生駒市西松ヶ丘
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 30日 24番45号
（代表取締役　西浦　弘） (TEL)  0743-73-6725 (連絡先)　奈良県生駒市西松ヶ丘24番45号　TEL  0743-73-6725
石川　晃司 ０２９０３１４８９９７ 〒　635-0153 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(石川電設) 令和1年 6月 17日 奈良県高市郡高取町大字下土佐
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 16日 261番地5
(TEL)  0744-35-1255 (連絡先)　奈良県高市郡高取町大字下土佐261番地5　TEL  0744-35-1255

有限会社石切工務店 ０２９０２１５４２０５ 〒　639-0225 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 19日 奈良県香芝市瓦口
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 18日 69番地
（代表取締役　新貝　正明） (TEL)  0745-76-7345 (連絡先)　奈良県香芝市瓦口69番地　TEL  0745-76-7345
石口　陽一 ０２９０２１２５５７１ 〒　639-2101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大和衛生) 平成30年 10月 16日 奈良県葛城市疋田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 10月 15日 366番地5

(TEL)  0745-69-3980
(連絡先)　奈良県御所市櫛羅304-1、葛城市疋田366-5、大阪市平野区長吉長原4-13-21　TEL 
 0745-69-3980

株式会社イシダ工業 ０２９０３１７７８４２ 〒　634-0843 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 4日 奈良県橿原市北妙法寺町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 3日 697番地
（代表取締役　山本　直） (TEL)  0744-20-1000 (連絡先)　奈良県橿原市北妙法寺町697番地　TEL  0744-20-1000
石野瓦工業株式会社 ０２９０４１７８１３８ 〒　631-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 24日 奈良県天理市檜垣町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 23日 ４２１番地の１
（代表取締役　石野　欣秀） (TEL)  0743-66-1246 (連絡先)　奈良県天理市檜垣町４２１番地の１　TEL  0743-66-1246
株式会社石野瓦店 ０２９０４１７４２０７ 〒　632-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 8日 奈良県天理市檜垣町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 7日 712番地1
（代表取締役　石野　佳容子） (TEL)  0743-67-0753 (連絡先)　奈良県天理市檜垣町712番地1　TEL  0743-67-0753

( 5 )



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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社石橋組 ０２９０３１８５０４８ 〒　633-0077 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 21日 奈良県桜井市大字大西
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 20日 781番地の2
（代表取締役　石橋　昌憲） (TEL)  0744-45-0727 (連絡先)　奈良県桜井市大字大西781番地の2　TEL  0744-45-0727
石原　香 ０２９０２０３０９５７ 〒　639-0252 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(奈良清掃社) 令和4年 1月 19日 奈良県香芝市穴虫
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 1月 18日 2871番地112
(TEL)  0745-27-8952 (連絡先)　奈良県香芝市穴虫2871番地112　TEL  0745-27-8952

石村　雄一 ０２９０２２０９５６２ 〒　635-0823 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 14日 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 9月 13日 192番地2
(TEL)  090-3615-6189 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字三吉192番地2　TEL  090-3615-6189

石本　隆洋 ０２９０２１１７６７９ 〒　639-2124 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(阿倍野興業) 令和2年 5月 26日 奈良県葛城市脇田
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 25日 117番地1
(TEL)  0745-62-3582 (連絡先)　奈良県葛城市脇田117番地1　TEL  0745-62-3582

石本　宗人 ０２９０２０４２０７５ 〒　639-2244 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 3日 奈良県御所市大字柏原
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 8月 2日 1480番地の1
(TEL)  0745-65-1340 (連絡先)　奈良県御所市大字柏原1426番地　TEL  0745-65-1340

泉尾　通成 ０２９０４０８５４３０ 〒　632-0035 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 3日 奈良県天理市守目堂町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 2日 38番地5
(TEL)  0743-22-1256 (連絡先)　奈良県天理市守目堂町38番地5　TEL  0743-22-1256

泉組運輸株式会社 ０２９０２０４１６３５ 〒　635-0075 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 23日 奈良県大和高田市大字野口
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 22日 577番地の3
（代表取締役　泉　加代子） (TEL)  0745-53-6033 (連絡先)　奈良県大和高田市大字野口577番地の3　TEL  0745-53-6033
井関　康介 ０２９０３１９８５１１ 〒　633-2103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 21日 奈良県宇陀市大宇陀野依
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 12月 20日 270番地の3
(TEL)  0743-82-1574 (連絡先)　奈良県奈良市都祁友田町738-24　TEL  0743-82-1574

磯　武知 ０２９０４１４１８１０ 〒　632-0081 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(SANWA.KAIHATSU) 平成30年 4月 10日 奈良県天理市二階堂上ノ庄町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 9日 95番地65
(TEL)  0743-64-1147 (連絡先)　奈良県天理市二階堂上ノ庄町95番地65　TEL  0743-64-1147

株式会社ＩＣＨＩＫＥＮ ０２９０２１８１８２２ 〒　639-0213 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 24日 奈良県北葛城郡上牧町米山台
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 23日 三丁目1番23号
（代表取締役　市山　慎一） (TEL)  0744-33-3211 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町味間18-3　TEL  0744-33-3211

( 6 )



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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
一心建設株式会社 ０２９０４２１７５２０ 〒　636-0154 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 2日 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西四丁目
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 1日 4番16号
（代表取締役　大矢　翔） (TEL)  0745-75-5625 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町龍田西四丁目4番16号　TEL  0745-75-5625
有限会社一成 ０２９０２０５５０１５ 〒　635-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 19日 奈良県大和高田市大字市場
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 10月 18日 546番地の28
（取締役　田中　新吾） (TEL)  0745-23-3306 (連絡先)　奈良県大和高田市大字市場546番地の28　TEL  0745-23-3306
株式会社イヌイ ０２９０６２０２８６３ 〒　637-1558 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 14日 奈良県吉野郡十津川村出谷
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 13日 71-9
（代表取締役　乾　敏志） (TEL)  0746-64-1022 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字出谷224番地　TEL  0746-64-1022
戍亥　毅吏 ０２９０５２２６１３６ 〒　638-0013 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(戌亥工業) 令和4年 2月 9日 奈良県吉野郡下市町大字立石
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 8日 84番地
(TEL)  0747-52-6808 (連絡先)　奈良県吉野郡下市町大字立石84番地　TEL  0747-52-6808

株式会社乾興業 ０２９０２２３２９８５ 〒　635-0813 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 22日 奈良県北葛城郡広陵町大字百済
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 21日 928番地の1
（代表取締役　乾　恭幸） (TEL)  0745-55-2074 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字百済928番地の1　TEL  0745-55-2074
乾重量株式会社 ０２９０２１２４４１１ 〒　635-0801 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 10日 奈良県北葛城郡広陵町大字大場
汚 (水ば除)、酸 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 
(石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 9日 91番地の3
（代表取締役　森本　博行） (TEL)  0745-56-5999 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字大場91番地の3　TEL  0745-56-5999
井ノ上　誠治 ０２９０２１５４４３３ 〒　639-0227 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(井上建設) 令和2年 4月 28日 奈良県香芝市鎌田
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 27日 62番地3
(TEL)  0745-78-0546 (連絡先)　奈良県香芝市鎌田62番地の3　TEL  0745-78-0546

井上　昌隆 ０２９０２１６８５７３ 〒　639-2262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(井上商店) 令和4年 10月 26日 奈良県御所市大字東持田
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 10月 25日 373番地の2
(TEL)  090-4642-0860 (連絡先)　奈良県御所市大字東持田373番地の2　TEL  090-4642-0860

株式会社井上組 ０２９０３２３１８９３ 〒　634-0046 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 27日 奈良県橿原市栄和町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 12月 26日
55番地の11サニークレスト橿原神
宮前Ⅱ211号

（代表取締役　井上　宗広） (TEL)  0744-29-0580
(連絡先)　奈良県橿原市栄和町55番地の11サニークレスト橿原神宮前Ⅱ211号　TEL  0744-
29-0580

株式会社井上土木 ０２９０２１９７９３７ 〒　639-0262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 14日 奈良県香芝市白鳳台
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 12月 13日 二丁目26番地4
（代表取締役　井ノ上　鋭治） (TEL)  0745-77-8085 (連絡先)　奈良県葛城市今在家116番地1　TEL  0745-77-8085
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
井上　雅司 ０２９０２００９３８７ 〒　639-2262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(井上商店) 令和2年 8月 10日 奈良県御所市大字東持田
汚 (水ば除)、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 
(石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 8月 9日 373番地の2
(TEL)  0745-66-0375 (連絡先)　奈良県御所市大字東持田373番地の2　TEL  0745-66-0375

伊野工務店株式会社 ０２９０５２２２１３６ 〒　638-0803 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 8日 奈良県吉野郡大淀町大字越部
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 6月 7日 206番地の1
（代表取締役　伊野　力平） (TEL)  0747-52-1277 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字越部206番地の1　TEL  0747-52-1277
猪俣　高明 ０２９０４２３１３７７ 〒　630-0233 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 29日 奈良県生駒市有里町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 
(石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 11月 28日 431番地2
(TEL)  0743-77-6839 (連絡先)　奈良県生駒市有里町431番地2　TEL  0743-77-6839

伊吹　年晃 ０２９０３２１７１１８ 〒　634-0829 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 26日 奈良県橿原市吉田町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 8月 25日 103番地の34
(TEL)  0744-55-4892 (連絡先)　奈良県橿原市吉田町103番地の34　TEL  0744-55-4892

井前建設株式会社 ０２９０３０５５８３５ 〒　633-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 31日 奈良県桜井市大字初瀬
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 8月 30日 4573番地の1
（代表取締役　井前　克也） (TEL)  0744-47-7388 (連絡先)　奈良県桜井市大字初瀬4573番地の1　TEL  0744-47-7388
有限会社いまだ運送 ０２９０６１７３８７９ 〒　637-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 17日 奈良県五條市住川町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 16日 159番地
（取締役　今田　照美） (TEL)  0747-25-2039 (連絡先)　奈良県五條市住川町159番地　TEL  0747-25-2039
株式会社今西組 ０２９０６０３２５５０ 〒　637-1217 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県吉野郡十津川村大字風屋
燃 (水ば除)、プ (石綿含)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 9日 374番地
（代表取締役　今西　大晃） (TEL)  0746-64-0028 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字風屋374番地　TEL  0746-64-0028
株式会社今福設備工業 ０２９０２１２２７２５ 〒　639-2201 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 27日 奈良県御所市
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 10月 26日 864番地の17
（代表取締役　今福　章親） (TEL)  0745-62-3850 (連絡先)　奈良県御所市864番地の17　TEL  0745-62-3850
有限会社岩城造園 ０２９０４１６８４１２ 〒　630-0212 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 30日 奈良県生駒市辻町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 10月 29日 243番地22
（取締役　岩城　康博） (TEL)  0743-74-6959 (連絡先)　奈良県生駒市辻町243番地22　TEL  0743-74-6959
岩田　秀正 ０２９０５０２８４４４ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(岩田建設) 令和2年 2月 21日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 20日 238番地
(TEL)  0747-52-4936 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本238番地　TEL  0747-52-4936
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
岩本　悦男 ０２９０５１０４０４６ 〒　639-3125 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(関西クリーンサービス) 令和1年 5月 25日 奈良県吉野郡大淀町大字北野
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 5月 24日 56番地の8

(TEL)  0746-32-0033
(連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本1010-102、大阪府八尾市桜ヶ丘3-124-1グリーン
ピア桜ヶ丘201号　TEL  0746-32-0033

岩本　正晴 ０２９０５１９５２０７ 〒　639-3445 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(岩本電設) 令和4年 6月 13日 奈良県吉野郡吉野町大字楢井
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 6月 12日 1119番地
(TEL)  0746-32-4682 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字楢井1119番地　TEL  0746-32-4682

株式会社植木工業 ０２９０４２１５２０１ 〒　630-0243 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 5日 奈良県生駒市俵口町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 4日 687番地
（代表取締役　植木　勝一） (TEL)  0743-86-4554 (連絡先)　奈良県生駒市俵口町687番地　TEL  0743-86-4554
株式会社ウエサカ建材店 ０２９０３２０５５８５ 〒　633-0021 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 11日 奈良県桜井市大字倉橋
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 10日 380番地
（代表取締役　上阪　崇） (TEL)  0744-43-2995 (連絡先)　奈良県桜井市大字倉橋380番地　TEL  0744-43-2995
上田　力 ０２９０２２２９２８５ 〒　636-0056 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(双葉工建) 令和4年 8月 4日 奈良県北葛城郡河合町西山台
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水
ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 3日 568番地161
(TEL)  0745-60-6803 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町西山台568番地161　TEL  0745-60-6803

植田　友彦 ０２９０２１８８０１５ 〒　639-2272 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(うえでん) 令和3年 3月 3日 奈良県御所市大字蛇穴
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 3月 2日 173番地の1
(TEL)  0745-64-0201 (連絡先)　奈良県御所市大字蛇穴173番地の1　TEL  0745-64-0201

上田　博隆 ０２９０２１７９５３１ 〒　639-2103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 24日 奈良県葛城市西室
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 23日 66番地11
(TEL)  0745-48-4667 (連絡先)　奈良県葛城市西室66番地11　TEL  0745-48-4667

株式会社上田工業 ０２９０３１３０５１４ 〒　633-2151 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 6日 奈良県宇陀市大宇陀大東
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 5日 186番地
（代表取締役　上田　重郎） (TEL)  0745-83-1023 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀大東186番地　TEL  0745-83-1023
株式会社上田工務店 ０２９０５１１６９００ 〒　639-3443 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 10日 奈良県吉野郡吉野町大字宮滝
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 9日 272番地の3
（代表取締役　上田  秀幸） (TEL)  0746-32-8700 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字宮滝272番地の3　TEL  0746-32-8700
有限会社植田商店 ０２９０２１００９７２ 〒　639-0232 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 27日 奈良県香芝市下田東
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 12月 26日 三丁目1240番地の1
（代表取締役　植田　泰作） (TEL)  0745-77-4331 (連絡先)　奈良県香芝市下田東三丁目1240番地の1　TEL  0745-77-4331

( 9 )



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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社ウエダ電機設備 ０２９０６２１３５９５ 〒　637-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 19日 奈良県五條市今井
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 18日 一丁目10番27号
（代表取締役　上田　延博） (TEL)  0747-22-3338 (連絡先)　奈良県五條市今井一丁目10番2号　TEL  0747-22-3338
株式会社植田土建 ０２９０５１９４４６９ 〒　638-0431 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 28日 奈良県吉野郡天川村大字洞川
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 27日 542番地の1
（代表取締役　植田　真広） (TEL)  0747-64-0735 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字洞川542番地の1　TEL  0747-64-0735
上西　了 ０２９０３２１０７７９ 〒　634-0835 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 24日 奈良県橿原市東坊城町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 23日 688番地の10
(TEL)  0744-22-3221 (連絡先)　奈良県橿原市東坊城町688番地の10　TEL  0744-22-3221

上野　智史 ０２９０６１１７１２８ 〒　637-0092 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(上野建材) 令和3年 12月 20日 奈良県五條市岡町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 19日 378番地の1
(TEL)  0747-23-1720 (連絡先)　奈良県五條市岡町378番地の1　TEL  0747-23-1720

上野建材株式会社 ０２９０４２１６０６２ 〒　630-0226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 12日 奈良県生駒市小平尾町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 11日 1000番地1
（代表取締役　川口　弘） (TEL)  0743-77-8051 (連絡先)　奈良県生駒市小平尾町1000番地1　TEL  0743-77-8051
上野　廣一 ０２９０４０３６４０２ 〒　630-0245 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(上野商店) 令和3年 1月 10日 奈良県生駒市北新町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 1月 9日 9番33-406号
(TEL)  0743-73-3553 (連絡先)　奈良県生駒市北新町9番33-406号　TEL  0743-73-3553

有限会社ウスイ ０２９０４１６３６８５ 〒　632-0046 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 5日 奈良県天理市三昧田町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 12月 4日 100番地7
（代表取締役　臼井　淳浩） (TEL)  0743-68-5666 (連絡先)　奈良県天理市三昧田町100番地7　TEL  0743-68-5666
内田　菊恵 ０２９０４１９５３０９ 〒　632-0032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 23日 奈良県天理市杣之内町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 22日 373番地　Ｓ－Ｃ－69
(TEL)  0743-63-5810 (連絡先)　奈良県天理市杣之内町373番地　Ｓ－Ｃ－69　TEL  0743-63-5810

内田　恒雄 ０２９０３１３４６１１ 〒　633-2111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(内田興業) 令和4年 3月 30日 奈良県宇陀市大宇陀内原
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 29日 87番地
(TEL)  0745-83-3158 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀拾生1417番地の1　TEL  0745-83-3158

内田　剛 ０２９０３０７５０１４ 〒　633-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(内田建材) 令和3年 2月 16日 奈良県桜井市安倍木材団地
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 15日 2丁目6番地の25
(TEL)  0744-47-3194 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀内原79番地　TEL  0744-47-3194
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
内村興産株式会社 ０２９０４１１３２５５ 〒　630-0213 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 7日 奈良県生駒市東生駒
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿
除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 5月 6日 一丁目７７番地の６
（代表取締役　内村　富士男） (TEL)  0743-70-1800 (連絡先)　奈良県生駒市北田原町１２０７－８　TEL  0743-70-1800
有限会社馬本賢商店 ０２９０４０１７９７５ 〒　636-0916 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 28日 奈良県生駒郡平群町大字若井
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 4月 27日 589番地
（代表取締役　馬本　一男） (TEL)  0745-45-6666 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町大字若井589番地　TEL  0745-45-6666
梅田　博 ０２９０２０６３９５９ 〒　639-0232 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(梅田建材) 令和1年 8月 31日 奈良県香芝市下田東
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 30日 五丁目544番地1
(TEL)  0745-77-4332 (連絡先)　奈良県香芝市下田東五丁目544番地1　TEL  0745-77-4332

株式会社英光 ０２９０２１７４６３３ 〒　639-2313 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 22日 奈良県御所市大字楢原
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 11月 21日 595番地1
（代表取締役　辻本　麻由子） (TEL)  0745-62-4788 (連絡先)　奈良県御所市大字楢原595番地1　TEL  0745-62-4788
栄伸開発株式会社 ０２９０２０２１３９３ 〒　639-2123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

※優良認定 令和2年 6月 24日 奈良県葛城市南花内
燃 (水ば含)、汚 (水ば含)、油 、酸 (水ば含)、ア (水ば含)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば含)、工 (石綿含)、ば(水ば含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 6月 23日 225番地1

（代表取締役　細川　秀則） (TEL)  0745-69-1122
(連絡先)　大阪府大阪市大正区泉尾6丁目4番5号、奈良県葛城市南花内225番地1　TEL  
0745-69-1122

株式会社栄宝商事 ０２９０６１２０４４１ 〒　637-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 1日 奈良県五條市住川町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 31日 888番地59
（代表取締役　山田　光二） (TEL)  0747-25-4543 (連絡先)　奈良県五條市住川町888番地59　TEL  0747-25-4543
永尨設備サービス株式会社 ０２９０２１１９００４ 〒　635-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 26日 奈良県大和高田市大字市場
汚 (水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 25日 792番地16
（代表取締役　小林　照夫） (TEL)  0745-22-3833 (連絡先)　奈良県大和高田市大字市場792番地16　TEL  0745-22-3833
栄和松南株式会社 ０２９０２１７３６３９ 〒　639-0262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 8日 奈良県香芝市白鳳台
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 10月 7日 二丁目26番地12
（代表取締役　中野　貴司） (TEL)  0745-77-3624 (連絡先)　奈良県香芝市白鳳台二丁目26番地12　TEL  0745-77-3624
株式会社エコ大和 ０２９０５１５７５１３ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 24日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 23日 1369番地の3
（代表取締役　佐々岡　春美） (TEL)  0747-52-7165 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1369番地の3　TEL  0747-52-7165
株式会社Ｓ・Ｒ・Ｓ ０２９０４１７１２０５ 〒　632-0063 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 4日 奈良県天理市西長柄町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 4月 3日 122番地
（代表取締役　川口　英俊） (TEL)  0743-66-3536 (連絡先)　奈良県天理市西長柄町122番地　TEL  0743-66-3536
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
エス・イー・イー株式会社 ０２９０２０６６５２９ 〒　639-2244 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 28日 奈良県御所市大字柏原
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、工 (石綿含)、尿  
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 6月 27日 413番地
（代表取締役　宮橋　義之） (TEL)  0745-65-2033 (連絡先)　奈良県御所市大字柏原413番地　TEL  0745-65-2033
株式会社ＳＴ運輸 ０２９０４１９８３３４ 〒　632-0098 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 14日 奈良県天理市南六条町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 12月 13日 567番地8
（代表取締役　坂本　俊也） (TEL)  0743-20-1998 (連絡先)　奈良県天理市南六条町567番地8　TEL  0743-20-1998
株式会社エスディ工業 ０２９０４２２００６７ 〒　639-1001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 11日 奈良県大和郡山市九条町
汚 (水ば除)、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 10日 741番地1
（代表取締役　鈴木　啓敏） (TEL)  0743-55-1266 (連絡先)　奈良県大和郡山市九条町741番地1　TEL  0743-55-1266
株式会社エヌ＆ケー ０２９０２１８８９００ 〒　636-0154 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 16日 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 15日 一丁目3番1号
（代表取締役　中島　清人） (TEL)  0745-75-5556 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町龍田西6丁目3番17号　TEL  0745-75-5556
株式会社ＮＲ－ＴＥＣ ０２９０４１９７２６２ 〒　636-0132 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 27日 奈良県生駒郡斑鳩町目安
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 26日 一丁目12番25号
（代表取締役　西野　隆志） (TEL)  0745-75-3683 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町目安一丁目12番25号　TEL  0745-75-3683
有限会社ＮＥＳｅｒｖｉｃｅ ０２９０３２２０９０７ 〒　634-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 9日 奈良県橿原市葛本町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和8年 4月 8日 338番地の5
（代表取締役　新納　富美江） (TEL)  0744-23-3871 (連絡先)　奈良県橿原市葛本町338番地の5　TEL  0744-23-3871
株式会社ＮＫ ０２９０５１２９３８１ 〒　638-0032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 22日 奈良県吉野郡下市町大字原谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 21日 262番地の12
（代表取締役　中家　将貴） (TEL)  0747-54-5555 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市太田536-1　TEL  0747-54-5555
株式会社エヌケークリーンサービス ０２９０３０４６３５６ 〒　633-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 10日 奈良県桜井市朝倉台東
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 9日 七丁目596番地の70

（代表取締役　中嶋　勝久） (TEL)  0744-47-8194
(連絡先)　大阪府大阪市平野区瓜破3-2-25-102、奈良県桜井市朝倉台東七丁目596番地の70　
TEL  0744-47-8194

株式会社ＮＢ ０２９０３１７９７９７ 〒　636-0247 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 9日 奈良県磯城郡田原本町大字阪手
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 10月 8日 112番地3
（代表取締役　宮部　広信） (TEL)  0744-47-2398 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字阪手112番地3　TEL  0744-47-2398
有限会社エバー工業 ０２９０２２２３５４３ 〒　639-2141 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 17日 奈良県葛󠄀城市弁辨之庄
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 16日 59番地7
（代表取締役　大野　敏和） (TEL)  0745-69-5777 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市北道穂138番地1　TEL  0745-69-5777

( 12 )



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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社エフエムメタル ０２９０２２０５４７４ 〒　639-2153 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 14日 奈良県葛城市太田
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 2月 13日 678番地1
（代表取締役　福田　舞） (TEL)  0745-48-9020 (連絡先)　奈良県葛城市太田678番地1　TEL  0745-48-9020
株式会社ＦＢＩ ０２９０２１９４７２５ 〒　639-0263 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 17日 奈良県香芝市平野
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 11月 16日 88番地1
（代表取締役　中西　孝紀） (TEL)  050-3395-1956 (連絡先)　奈良県香芝市平野88番地1　TEL  050-3395-1956
有限会社エム・ケイ・ジェイ ０２９０４１６９０１３ 〒　630-0101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 13日 奈良県生駒市高山町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 12月 12日 10781番地1
（代表取締役　宮西　健太郎） (TEL)  0743-78-5230 (連絡先)　奈良県生駒市高山町10781番地1　TEL  0743-78-5230
有限会社エムアンドエムセキュリ
ティー

０２９０４１７８８７３ 〒　630-0246 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 12日 奈良県生駒市西松ヶ丘
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 8月 11日 16番22号
（代表取締役　目戸　政宗） (TEL)  0743-75-3366 (連絡先)　奈良県生駒市西松ヶ丘16番22号　TEL  0743-75-3366
株式会社エム・エンタープライズ ０２９０２０３９１３３ 〒　635-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 20日 奈良県大和高田市大字市場
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 19日 159番地の13
（代表取締役　萬津　リカ） (TEL)  0745-23-3333 (連絡先)　奈良県大和高田市大字市場159番地の13　TEL  0745-23-3333
株式会社エムズパワー ０２９０３０８１９４０ 〒　634-0006 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 12日 奈良県橿原市新賀町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 11日 162番地2
（代表取締役　吉田　光宏） (TEL)  0744-24-4988 (連絡先)　奈良県橿原市新賀町162番地2　TEL  0744-24-4988
江本　妙子 ０２９０３２１０９４７ 〒　633-2226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 24日 奈良県宇陀市菟田野古市場
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 23日 1323番地の1
(TEL)  0745-84-3844 (連絡先)　奈良県宇陀市菟田野古市場1323番地の1　TEL  0745-84-3844

株式会社エランビルサービス ０２９０４２２９５４３ 〒　630-0131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 29日 奈良県生駒市上町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和9年 8月 28日 2791
（代表取締役　浦田　久和） (TEL)  0743-25-7440 (連絡先)　奈良県生駒市上町2791　TEL  0743-25-7440
延志建設株式会社 ０２９０４２２５５４３ 〒　632-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 7日 奈良県天理市遠田町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 6日 45番地44
（代表取締役　藪内　延紀） (TEL)  0743-67-1336 (連絡先)　奈良県生駒市高山町3547　TEL  0743-67-1336
有限会社王寺清掃 ０２９０２１２４５１５ 〒　636-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 18日 奈良県北葛城郡王寺町久度二丁目
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 17日 27番20号
（取締役　芳村　幹陽） (TEL)  0745-72-2552 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町久度二丁目27番20号　TEL  0745-72-2552
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
大泉運輸株式会社 ０２９０６１２２１９５ 〒　637-0052 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 17日 奈良県五條市丹原町
プ (石綿除)、木 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 16日 495番地の3
（代表取締役　林　殖也） (TEL)  0747-23-1448 (連絡先)　奈良県五條市丹原町495番地の3　TEL  0747-23-1448
大植　正 ０２９０３０２５４０８ 〒　636-0204 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大植組) 令和1年 11月 15日 奈良県磯城郡川西町大字唐院
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 14日 187番地の8
(TEL)  0745-43-0506 (連絡先)　奈良県磯城郡川西町大字唐院187番地の8　TEL  0745-43-0506

有限会社オーエス産業 ０２９０３２２１８１６ 〒　634-0012 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 20日 奈良県橿原市膳夫町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 19日 687番地の2
（代表取締役　大山　圭恵） (TEL)  0744-24-0484 (連絡先)　奈良県橿原市膳夫町687番地の2　TEL  0744-24-0484
株式会社オーエヌ工房 ０２９０４１４７１３６ 〒　639-1042 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 20日 奈良県大和郡山市小泉町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 2月 19日
671-114シティロイヤル大和小泉B
棟102

（代表取締役　里川　佳信） (TEL)  0743-20-4592
(連絡先)　奈良県大和郡山市小泉町671-114　シティロイヤル大和小泉B棟102　TEL  0743-
20-4592

株式会社大垣春組 ０２９０６２２１６７５ 〒　637-0417 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 11日 奈良県五條市大塔町阪本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 10日 758番地
（代表取締役　前浦　恒央） (TEL)  0747-35-0003 (連絡先)　奈良県五條市大塔町阪本758番地　TEL  0747-35-0003
大角　秀樹 ０２９０４２１５１７０ 〒　636-0142 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大角工業) 令和2年 5月 28日 奈良県生駒郡斑鳩町龍田北
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 5月 27日 4丁目3番6号
(TEL)  0745-75-6609 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町小吉田二丁目38番1号　TEL  0745-75-6609

株式会社大川組 ０２９０３０５６４０８ 〒　633-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 7日 奈良県桜井市大字黒崎
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 6日 797番地
（代表取締役　大川　佳宏） (TEL)  0744-43-8005 (連絡先)　奈良県桜井市大字黒崎797番地　TEL  0744-43-8005
大國谷　則彦 ０２９０３１０８５８８ 〒　633-2125 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大国産業) 平成31年 1月 14日 奈良県宇陀市大宇陀守道
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 1月 13日 926番地
(TEL)  0745-83-3556 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀守道958番地の1　TEL  0745-83-3556

大倉　一男 ０２９０３１５０９８６ 〒　633-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(ＥＬＳＨＯＰオークラ) 令和1年 9月 14日 奈良県桜井市大字上之庄
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和6年 9月 13日 324番地の5
(TEL)  0744-43-1703 (連絡先)　奈良県桜井市大字上之庄324番地の5　TEL  0744-43-1703

株式会社大倉商店 ０２９０２１３４７９４ 〒　636-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 24日 奈良県北葛城郡王寺町久度
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 4月 23日 三丁目15番15号
（代表取締役　大倉　忠博） (TEL)  0745-73-8467 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町久度三丁目15番15号　TEL  0745-73-8467
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社ＯＫ－Ｄ ０２９０５２１４９０７ 〒　638-0001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 14日 奈良県吉野郡下市町大字阿知賀
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 5月 13日 1390番地7
（代表取締役　小川　健太郎） (TEL)  090-9048-0576 (連絡先)　奈良県吉野郡下市町大字阿知賀1390番地7　TEL  090-9048-0576
有限会社大阪清掃 ０２９０３００４１１２ 〒　633-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 8日 奈良県桜井市大字初瀬
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 7日 2342番地
（代表取締役　溝脇　正道） (TEL)  0744-47-7420 (連絡先)　奈良県桜井市大字初瀬2342番地　TEL  0744-47-7420
有限会社大隅興業 ０２９０２０４５２５６ 〒　635-0012 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 6日 奈良県大和高田市曙町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 1月 5日 17番30号
（代表取締役　大隅　洋一郎） (TEL)  0745-52-0536 (連絡先)　奈良県大和高田市曙町17番30号　TEL  0745-52-0536
株式会社大隅電氣 ０２９０３１６７４２１ 〒　633-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 8日 奈良県桜井市大字大福
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 8月 7日 143番地
（代表取締役　大隅　敏英） (TEL)  0744-42-3190 (連絡先)　奈良県桜井市大字大福143番地　TEL  0744-42-3190
有限会社太田運輸 ０２９０２１３４６５２ 〒　639-2144 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 21日 奈良県葛󠄀城市葛木
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 
(石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 5月 20日 192番地
（代表取締役　太田　明宏） (TEL)  0745-69-3695 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市葛木192番地　TEL  0745-69-3695
太田建設株式会社 ０２９０６１３０４４０ 〒　637-1333 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 28日 奈良県吉野郡十津川村大字小原
木 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 27日 315番地2
（代表取締役　太田　知一） (TEL)  0746-63-0555 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字小原315番地2　TEL  0746-63-0555
大谷　幸次 ０２９０２１８１８５２ 〒　635-0076 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大谷工業) 令和2年 2月 6日 奈良県大和高田市大字大谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 5日 454番地18
(TEL)  0475-22-4570 (連絡先)　奈良県大和高田市大字大谷454番地18　TEL  0475-22-4570

株式会社大谷建設 ０２９０３２１９６８４ 〒　634-0077 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 12日 奈良県橿原市南八木町
木 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 11日 一丁目3番4号
（代表取締役　大谷　慎太郎） (TEL)  0744-41-9143 (連絡先)　奈良県橿原市曽我町206-1　TEL  0744-41-9143
株式会社大谷建創 ０２９０４１３７４２７ 〒　636-0906 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 13日 奈良県生駒郡平群町菊美台
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 12日 三丁目11番4号
（代表取締役　大谷　嘉宏） (TEL)  0745-51-1008 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町菊美台三丁目11番4号　TEL  0745-51-1008
大西　諒 ０２９０４２０６５０４ 〒　632-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 25日 奈良県天理市櫟本町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和6年 4月 24日 3089番地
(TEL)  080-4979-9344 (連絡先)　奈良県天理市櫟本町3089番地　TEL  080-4979-9344
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社大西組 ０２９０４１９０４６１ 〒　636-0916 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 6日 奈良県生駒郡平群町大字若井
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 9月 5日 35番地の4
（代表取締役　大西　一嘉） (TEL)  0745-45-3553 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町大字若井35番地の4　TEL  0745-45-3553
有限会社大西組 ０２９０２１６１０８６ 〒　635-0823 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 29日 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 28日 211番地5
（代表取締役　大西　功一） (TEL)  0745-54-0676 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字三吉211番地5　TEL  0745-54-0676
株式会社大西建設 ０２９０２２２３９８５ 〒　639-0264 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 5日 奈良県香芝市今泉
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 4日 56番地2号松栄ビル
（代表取締役　大西　文伸） (TEL)  0745-51-0033 (連絡先)　奈良県香芝市今泉56番地2号松栄ビル　TEL  0745-51-0033
株式会社大原製作所 ０２９０２１８５７４５ 〒　635-0816 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 6日 奈良県北葛城郡広陵町大字中
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿
除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 5日 294番地2
（代表取締役　大原　弘樹） (TEL)  0745-58-3972 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字中294番地2　TEL  0745-58-3972
大前　和義 ０２９０６１７５１５７ 〒　637-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大前組) 平成31年 1月 7日 奈良県五條市住川町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 1月 6日 1264番地　4棟8号
(TEL)  0747-24-3003 (連絡先)　奈良県五條市岡町3005番地　TEL  0747-24-3003

大前　進 ０２９０３２２５２７４ 〒　634-0803 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 20日 奈良県橿原市上品寺町
燃 (水ば含)、汚 (水ば含)、油 、酸 (水ば含)、ア (水ば含)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば含)、工 (石綿含)、ば(水ば含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 12月 19日 431番地の14
(TEL)  090-3267-1215 (連絡先)　奈良県橿原市上品寺町431番地の14　TEL  090-3267-1215

大前　卓眞 ０２９０３２１５４５８ 〒　634-0802 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 27日 奈良県橿原市新口町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 4月 26日 182番地の20
(TEL)  080-1518-9857 (連絡先)　奈良県橿原市新口町182番地の20　TEL  080-1518-9857

株式会社大前索道建設 ０２９０５１００３２３ 〒　633-2421 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 25日 奈良県吉野郡東吉野村大字小川
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 24日 228番地
（代表取締役　大前  勇） (TEL)  0746-42-0184 (連絡先)　奈良県吉野郡東吉野村大字小川228番地　TEL  0746-42-0184
株式会社大山組建設 ０２９０２２２４５２９ 〒　639-2315 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 2日 奈良県御所市宮戸
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 1日 440番地
（代表取締役　大山　慎也） (TEL)  0745-66-2580 (連絡先)　奈良県御所市宮戸440番地　TEL  0745-66-2580
岡　靖徳 ０２９０４０４９９３７ 〒　632-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大徳工業) 令和4年 11月 18日 奈良県天理市櫟本町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 11月 17日 2159番地8
(TEL)  090-3288-0206 (連絡先)　奈良県奈良市柳生町865-1　TEL  090-3288-0206
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
岡﨑　直起 ０２９０２１６８２０１ 〒　639-2113 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 10日 奈良県葛城市北花内
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 9月 9日 258番地2
(TEL)  0745-22-2350 (連絡先)　奈良県大和高田市奥田215-1　TEL  0745-22-2350

株式会社岡島電設工業 ０２９０４１９２４９４ 〒　636-0302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 6日 奈良県磯城郡田原本町宮古
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 1月 5日 695-1
（代表取締役　岡島　祐紀） (TEL)  0743-85-5652 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町宮古695-1　TEL  0743-85-5652
株式会社岡田組 ０２９０６１１１４８４ 〒　637-1224 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 21日 奈良県吉野郡十津川村大字五百瀬
木 、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 20日 47番地
（代表取締役　岡田　喜久男） (TEL)  0746-67-0062 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字五百瀬47番地　TEL  0746-67-0062
岡田建設株式会社 ０２９０２１５３１５４ 〒　636-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 1月 28日 奈良県北葛城郡河合町大字川合
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 1月 27日 83番地1
（代表取締役　岡田　聡） (TEL)  0745-56-5060 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字川合83番地1　TEL  0745-56-5060
株式会社岡田工務店 ０２９０３０８１１９９ 〒　633-2138 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 28日 奈良県宇陀市大宇陀白鳥居
プ (石綿含)、紙 、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 27日 44番地
（代表取締役　岡田　満） (TEL)  0745-83-1573 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀白鳥居44番地　TEL  0745-83-1573
岡田　敬史 ０２９０４１１８８４１ 〒　636-0143 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(岡田建材運輸) 令和2年 6月 14日 奈良県生駒郡斑鳩町神南
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 6月 13日 3丁目2番7号
(TEL)  0745-75-0788 (連絡先)　奈良県生駒郡三郷町勢野西5丁目13番7号　TEL  0745-75-0788

株式会社岡德建設 ０２９０４１８３５２０ 〒　632-0046 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 25日 奈良県天理市三昧田町元東方
プ (石綿除)、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 24日 92番地の4
（代表取締役　岡田　優子） (TEL)  0743-67-1206 (連絡先)　奈良県天理市三昧田町元東方92番地の4　TEL  0743-67-1206
岡野　秋典 ０２９０５１３１６８２ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(リサイクリーン岡野) 令和3年 11月 24日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 23日 1635番地の151
(TEL)  0747-52-9096 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1635番地の151　TEL  0747-52-9096

株式会社岡野土木建材 ０２９０３１０８９１０ 〒　633-0234 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県宇陀市榛原高塚
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 9日 80番地
（代表取締役　岡野　仁志） (TEL)  0745-82-1615 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原高塚80番地　TEL  0745-82-1615
株式会社岡部工務店 ０２９０４１２０４５９ 〒　632-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 17日 奈良県天理市遠田町柳枝
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 16日 201の1
（代表取締役　岡部　充起） (TEL)  0743-67-2291 (連絡先)　奈良県天理市遠田町柳枝201の1　TEL  0743-67-2291
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
岡本　吉民 ０２９０２１９６８０４ 〒　635-0834 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 20日 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 19日 964番地1
(TEL)  0745-55-5961 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字大塚964番地1　TEL  0745-55-5961

岡本　龍 ０２９０３００５２９４ 〒　633-0064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(金龍建設) 平成30年 7月 26日 奈良県桜井市大字戒重
プ (石綿除)、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 25日 247番地
(TEL)  0744-42-2926 (連絡先)　奈良県桜井市大字戒重325-1　TEL  0744-42-2926

株式会社岡本興業 ０２９０２０５４９４２ 〒　639-2302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 10日 奈良県御所市大字東松本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 8月 9日 334番地の17

（代表取締役　岡本　直樹） (TEL)  0745-62-1111
(連絡先)　奈良県御所市大字東松本334番地の17、大阪市平野区瓜破2丁目1-38　TEL  0745-
62-1111

株式会社岡本設備 ０２９０２２０５４９６ 〒　639-0213 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 15日 奈良県北葛城郡上牧町米山台
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 2月 14日 五丁目5番5号
（代表取締役　岡本　数博） (TEL)  0745-77-5541 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町上牧3352-6　TEL  0745-77-5541
岡山　琢哉 ０２９０４０５６１８２ 〒　639-1108 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(オカヤマ金属) 平成30年 9月 25日 奈良県大和郡山市稗田町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 24日 476番地16
(TEL)  0743-55-2477 (連絡先)　奈良県大和郡山市発志院町209-1　TEL  0743-55-2477

隠岐　讓一 ０２９０２１１８８３９ 〒　639-2161 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(おき電気) 令和2年 5月 26日 奈良県葛城市木戸
プ (石綿除)、金 、ゴ 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和7年 5月 25日 197番地1
(TEL)  0745-48-4641 (連絡先)　奈良県葛城市木戸197番地1　TEL  0745-48-4641

荻本　健志 ０２９０３２２６８７９ 〒　634-0845 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 22日 奈良県橿原市中曽司町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 3月 21日 85番地の6
(TEL)  090-5884-0025 (連絡先)　奈良県大和郡山市田中町369　TEL  090-5884-0025

株式会社奥井建設 ０２９０３１９０２６４ 〒　634-0013 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 1日 奈良県橿原市出合町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 31日 83番地の3の1
（代表取締役　奥井　眞一） (TEL)  0744-24-0818 (連絡先)　奈良県橿原市出合町83番地の3の1　TEL  0744-24-0818
株式会社オクダ ０２９０３０３７０２２ 〒　634-0103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 9日 奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 5月 8日 51番地
（代表取締役　　奥田　隆英） (TEL)  0744-54-4408 (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
奥田　佑二郎 ０２９０２２０９１６６ 〒　639-2142 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(奥寅石商) 令和1年 6月 7日 奈良県葛󠄀城市北道穗
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 6月 6日 7番地5
(TEL)  0745-44-8761 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市太田616-1　TEL  0745-44-8761
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
奥田興業株式会社 ０２９０４０５７２８０ 〒　632-0098 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 12月 22日 奈良県天理市南六条町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿
除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 12月 21日 78番地1
（代表取締役　巻渕　晃弘） (TEL)  0743-64-5668 (連絡先)　奈良県天理市南六条町78番地1　TEL  0743-64-5668
奥田住設株式会社 ０２９０２２３２７０９ 〒　639-0245 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 14日 奈良県香芝市畑
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 13日 1174番地の1
（代表取締役　奥田　剛司） (TEL)  0745-79-7730 (連絡先)　奈良県香芝市畑1174番地の1　TEL  0745-79-7730
奥野　繁良 ０２９０４０６１９３１ 〒　636-0133 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(奥野興業) 令和1年 6月 4日 奈良県生駒郡斑鳩町目安北
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 3日 3丁目3番24号
(TEL)  0745-74-0258 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町目安北3丁目3番24号　TEL  0745-74-0258

奥山　嘉邦 ０２９０２１６６６７４ 〒　639-0218 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 13日 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 7月 12日 2丁目8番3号
(TEL)  0745-60-2159 (連絡先)　奈良県御所市大字三室87番地の1　TEL  0745-60-2159

尾上　和裕 ０２９０４１７６４４３ 〒　632-0052 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(尾上電気) 平成31年 3月 11日 奈良県天理市柳本町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和6年 3月 10日 40番地5
(TEL)  0743-66-0855 (連絡先)　奈良県天理市柳本町41-4　TEL  0743-66-0855

有限会社オフィスＳ－１ ０２９０４１３３４５９ 〒　632-0035 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 14日 奈良県天理市守目堂町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 13日 338番地1
(TEL)  0743-62-1873 (連絡先)　奈良県天理市守目堂町338番地1　TEL  0743-62-1873

有限会社皆倉建設 ０２９０２２１７２８０ 〒　635-0832 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 10日
奈良県北葛城郡広陵町馬見中二丁
目

プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 9日 5番32号
（代表取締役　皆倉　良一） (TEL)  0745-55-4142 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町馬見中二丁目5番32号　TEL  0745-55-4142
株式会社解体将軍興業 ０２９０３２１３６０４ 〒　636-0301 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 12日 奈良県磯城郡田原本町大字黒田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 11日 449番地の5
（代表取締役　柿本　成也） (TEL)  0744-33-6558 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字黒田449番地の5　TEL  0744-33-6558
株式会社柿坂建設 ０２９０５１５１７３３ 〒　638-0321 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 27日 奈良県吉野郡天川村大字坪内
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 10月 26日 160番地
（代表取締役　柿坂　健太） (TEL)  0747-63-0118 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字坪内160番地　TEL  0747-63-0118
株式会社鍵商 ０２９０３１９９６２５ 〒　634-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 20日 奈良県橿原市醍醐町
汚 (水ば除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 19日 387番地の6
（代表取締役　鎰谷　太） (TEL)  0744-23-5060 (連絡先)　奈良県橿原市南山町505-1　TEL  0744-23-5060
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
鍵谷　秀樹 ０２９０３０８００４４ 〒　633-0122 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(鍵谷自動車商会) 令和3年 10月 4日 奈良県桜井市大字出雲
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 3日 1304番地の1
(TEL)  0744-47-7878 (連絡先)　奈良県桜井市大字出雲1304番地の1　TEL  0744-47-7878

柿本　芳男 ０２９０３２３３５５１ 〒　633-2137 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 3月 30日 奈良県宇陀市大宇陀下片岡
木 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 3月 29日 738番地
(TEL)  0745-83-2336 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀下片岡738番地　TEL  0745-83-2336

有限会社柿本設備工業 ０２９０４１１１２６５ 〒　632-0097 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 25日 奈良県天理市中町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 24日 419番地
（代表取締役　柿本　芳治） (TEL)  0743-64-0820 (連絡先)　奈良県天理市中町419番地　TEL  0743-64-0820
角川　米治 ０２９０２０１８７０１ 〒　639-0265 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(奈良八光環境社) 令和1年 5月 27日 奈良県香芝市上中
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 26日 781番地1
(TEL)  0745-76-6108 (連絡先)　奈良県香芝市上中781番地1　TEL  0745-76-6108

株式会社かしはら環境 ０２９０３２１７１２５ 〒　634-0034 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 18日 奈良県橿原市飛騨町
油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 17日 120番地の7
（代表取締役　川島　和代子） (TEL)  0744-29-6436 (連絡先)　奈良県橿原市飛騨町120番地の7　TEL  0744-29-6436
橿原ビルサービス株式会社 ０２９０３０３１３７４ 〒　636-0246 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県磯城郡田原本町大字千代
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 9日 580番地の4
（代表取締役　北川　秀修） (TEL)  0744-33-0400 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字千代580番地の4　TEL  0744-33-0400
有限会社一総業 ０２９０２１７９６４２ 〒　635-0012 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 25日 奈良県大和高田市曙町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 24日 4番29号
（代表取締役　川東　喜己代） (TEL)  0745-25-0044 (連絡先)　奈良県大和高田市曙町4番29号　TEL  0745-25-0044
株式会社カツイ ０２９０４１１４２００ 〒　632-0052 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 26日 奈良県天理市柳本町
燃 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 25日 2224番地2
（代表取締役　勝井　一成） (TEL)  0743-66-2681 (連絡先)　奈良県天理市柳本町2224番地2　TEL  0743-66-2681
株式会社葛󠄀井組 ０２９０２１９９８４８ 〒　639-0222 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 3月 6日 奈良県香芝市西真美
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 3月 5日 二丁目29番地の8
（代表取締役　岡本　昇） (TEL)  0745-77-3048 (連絡先)　奈良県香芝市西真美二丁目29番地の8　TEL  0745-77-3048
加藤　邦雄 ０２９０６２３１２１５ 〒　637-0078 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 22日 奈良県五條市なつみ台
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 21日 1丁目7番地の1
(TEL)  090-2706-6081 (連絡先)　奈良県五條市西吉野町川岸295　TEL  090-2706-6081
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社金井組 ０２９０２１８０２２５ 〒　635-0801 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 28日 奈良県北葛城郡広陵町大字大場
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 27日 88番地3
（代表取締役　金井　和代） (TEL)  0745-56-4697 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字大場88番地3　TEL  0745-56-4697
金田　祐季 ０２９０２１８１１６０ 〒　635-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(カナタ工務店) 令和1年 12月 22日 奈良県大和高田市春日町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 12月 21日 2丁目1番52号
(TEL)  0745-53-5655 (連絡先)　奈良県大和高田市曽大根144　TEL  0745-53-5655

金森　照夫 ０２９０２１０２９６７ 〒　635-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(金森土木) 平成30年 4月 7日 奈良県大和高田市大字土庫
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 6日 159番地の11
(TEL)  0745-52-3347 (連絡先)　奈良県大和高田市大字土庫159番地の11　TEL  0745-52-3347

株式会社金城クレーン工事 ０２９０４２１０６８５ 〒　632-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 11日 奈良県天理市檜垣町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 10日 266番地1
（代表取締役　金城　福石） (TEL)  0743-67-1717 (連絡先)　奈良県天理市檜垣町266番地1　TEL  0743-67-1717
株式会社カネタケ建設 ０２９０２１１３５８２ 〒　639-2257 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 8日 奈良県御所市大字小殿
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 7日 503番地の13
（代表取締役　辻川　誠彦） (TEL)  0745-66-1760 (連絡先)　奈良県御所市大字小殿503番地の13　TEL  0745-66-1760
かねまつ建設株式会社 ０２９０３１３８１７３ 〒　634-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 18日 奈良県高市郡明日香村大字島庄
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 17日 222番地
（代表取締役　松本　敏彦） (TEL)  0744-54-3349 (連絡先)　奈良県高市郡明日香村大字島庄222番地　TEL  0744-54-3349
兼本　誠 ０２９０３２１８６３８ 〒　634-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(はなみち建設) 令和2年 12月 9日 奈良県橿原市常盤町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石
綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 12月 8日 45番地の16
(TEL)  080-3848-5774 (連絡先)　奈良県橿原市常盤町45番地の16　TEL  080-3848-5774

株式会社ＣＬＯＵＤ ０２９０３１９９６２８ 〒　636-0352 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 9日 奈良県磯城郡田原本町大字金剛寺
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和10年 2月 8日 87番地の1
（代表取締役　内田　一夫） (TEL)  0744-33-8691 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字金剛寺87番地の1　TEL  0744-33-8691
上武建設株式会社 ０２９０４１４２１５５ 〒　630-0121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 6日 奈良県生駒市北大和
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 6月 5日 四丁目21番地の2
（代表取締役　上武　建一） (TEL)  0743-78-7191 (連絡先)　奈良県生駒市北大和四丁目21番地の2　TEL  0743-78-7191
株式会社上村組 ０２９０２１６４６３２ 〒　639-0266 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 23日 奈良県香芝市旭ケ丘
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 2月 22日 一丁目31番地の1
（代表取締役　上村　智津子） (TEL)  0745-76-7575 (連絡先)　奈良県香芝市旭ケ丘一丁目31番地の1　TEL  0745-76-7575
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社亀岡土木 ０２９０４１０８２４０ 〒　639-1007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 12月 26日 奈良県大和郡山市南郡山町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 12月 25日 88番地の6
（代表取締役　亀岡　彦穗） (TEL)  0743-53-9194 (連絡先)　奈良県大和郡山市南郡山町88番地の6　TEL  0743-53-9194
株式会社カメカワ ０２９０２１８８５２５ 〒　639-0242 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 10日 奈良県香芝市北今市
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 9日 四丁目245番地の1
（代表取締役　亀川　法生） (TEL)  0745-76-4128 (連絡先)　奈良県香芝市北今市四丁目245番地の1　TEL  0745-76-4128
有限会社鴨池商事 ０２９０２１８９９０５ 〒　635-0021 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 5日 奈良県大和高田市池尻 工 (石綿除)
令和8年 8月 4日 187-26

（代表取締役　鴨池　ケイ子） (TEL)  0745-48-7110 (連絡先)　奈良県大和高田市池尻187-26　TEL  0745-48-7110
河合　力 ０２９０４１７０２５１ 〒　632-0063 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(コンシャス) 令和5年 2月 1日 奈良県天理市西長柄町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 31日 289番地90
(TEL)  0743-66-1788 (連絡先)　奈良県天理市西長柄町289番地90　TEL  0743-66-1788

河合建設株式会社 ０２９０２２１９７４５ 〒　639-2153 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 19日 奈良県葛城市太田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 18日 498番地1
（代表取締役　河合　佳則） (TEL)  0745-48-7188 (連絡先)　奈良県葛城市太田498番地1　TEL  0745-48-7188
株式会社河合清掃社 ０２９０２１７４３８７ 〒　636-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 18日 奈良県北葛城郡河合町大字西穴闇
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 17日 445番地3
（代表取締役　森川　典子） (TEL)  0745-58-2207 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字西穴闇445番地3　TEL  0745-58-2207
株式会社川勝興産 ０２９０２０５２３０１ 〒　639-2254 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 18日 奈良県御所市古瀬
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 10月 17日 62番地の2
（代表取締役　吉田　町子） (TEL)  0745-67-2121 (連絡先)　奈良県御所市古瀬62番地の2　TEL  0745-67-2121
川上村森林組合 ０２９０５０８１２００ 〒　639-3553 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 3日 奈良県吉野郡川上村大字迫
紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 2日 1335番地の8
（代表理事　大辻󠄀　昭夫） (TEL)  0746-52-0011 (連絡先)　奈良県吉野郡川上村大字迫1335番地の8　TEL  0746-52-0011
川崎　省三 ０２９０２０５６４０７ 〒　639-0226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(川崎商店) 平成30年 10月 13日 奈良県香芝市五位堂
油  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 12日 六丁目204番地3
(TEL)  0745-77-7060 (連絡先)　奈良県香芝市五位堂六丁目204番地3　TEL  0745-77-7060

川田　徹 ０２９０２２３０３２６ 〒　635-0823 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 14日 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和10年 2月 13日 1804番地22
(TEL)  090-3923-7676 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字三吉1804番地22　TEL  090-3923-7676
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
川端　成明 ０２９０２１０８３２２ 〒　639-2244 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(川端衛生) 令和1年 5月 25日 奈良県御所市大字柏原
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 24日 151番地　3-50号
(TEL)  0745-64-1388 (連絡先)　奈良県御所市大字柏原151番地　3-50号　TEL  0745-64-1388

川村　和彦 ０２９０２２０４０３５ 〒　639-2312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(川村建設) 平成30年 11月 29日 奈良県御所市大字櫛羅
ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 28日 786番地の1
(TEL)  0745-44-3155 (連絡先)　奈良県御所市大字櫛羅786番地の1　TEL  0745-44-3155

株式会社かわむら建設 ０２９０２２３３５４９ 〒　639-2312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 3月 24日 奈良県御所市櫛羅
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 3月 23日 836番地の1
（代表取締役　川村　和彦） (TEL)  0745-23-4620 (連絡先)　奈良県御所市櫛羅836番地の1　TEL  0745-23-4620
有限会社川村建築 ０２９０２１４４６９８ 〒　639-2254 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 16日 奈良県御所市大字古瀬
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 10月 15日 885番地
（取締役　川村　一也） (TEL)  0745-67-0573 (連絡先)　奈良県御所市大字古瀬885番地　TEL  0745-67-0573
有限会社瓦善 ０２９０４１７８６１５ 〒　636-0914 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 19日 奈良県生駒郡平群町西宮
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 18日 二丁目2番53号
（代表取締役　奥野　善友） (TEL)  0745-43-6193 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町西宮二丁目2番53号　TEL  0745-43-6193
有限会社環境処理センター ０２９０２２１４８３３ 〒　639-2306 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 27日 奈良県御所市大字三室
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 26日 614番地の1
（代表取締役　丸山　博雪） (TEL)  0745-62-1919 (連絡先)　奈良県御所市大字三室614番地の1　TEL  0745-62-1919
関西化学工業株式会社 ０２９０２１１４６５１ 〒　635-0096 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 1月 18日 奈良県大和高田市西町
プ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 1月 17日 3番4号
（代表取締役　志野　一弥） (TEL)  0745-22-1211 (連絡先)　奈良県大和高田市西町3番4号　TEL  0745-22-1211
株式会社関西工務店 ０２９０２００６６９２ 〒　635-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県大和高田市材木町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 9日 1番3号
（代表取締役　吉田　泰造） (TEL)  0745-52-1515 (連絡先)　奈良県大和高田市材木町1番3号　TEL  0745-52-1515
関西商事株式会社 ０２９０３２２７１３５ 〒　636-0246 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 14日 奈良県磯城郡田原本町大字千代

プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む 

令和9年 4月 13日 75番地の1
（代表取締役　中川　高志） (TEL)  0744-32-5533 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字千代75番地の1　TEL  0744-32-5533
関西メタルワーク株式会社 ０２９０４０２８４４３ 〒　630-0226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 2日 奈良県生駒市小平尾町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 1日 1491番地の1
（代表取締役　今柳　剛） (TEL)  0743-77-6045 (連絡先)　奈良県生駒市小平尾町1491番地の1　TEL  0743-77-6045
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社関鉄 ０２９０２２０１７８５ 〒　639-2126 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 18日 奈良県葛城市南花内
ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 17日 252番地の1
（代表取締役　俵本　彰） (TEL)  0745-69-3567 (連絡先)　奈良県葛城市南花内252番地の1　TEL  0745-69-3567
観音寺辻本建設株式会社 ０２９０３１８５５２６ 〒　634-0825 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 28日 奈良県橿原市観音寺町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 9月 27日 422番地の2
（代表取締役　辻本　圭吾） (TEL)  0744-27-4459 (連絡先)　奈良県橿原市観音寺町422番地の2　TEL  0744-27-4459
有限会社神保工業所 ０２９０４１２２６７２ 〒　630-2342 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 1日 奈良県山辺郡山添村大字広代
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 31日 651番地
（代表取締役　神保　弘治） (TEL)  0743-85-0036 (連絡先)　奈良県山辺郡山添村大字広代651番地　TEL  0743-85-0036
菊川　啓吾 ０２９０５２１９１７８ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 18日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 17日 1410番地の19
(TEL)  0747-53-0706 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1410番-19　TEL  0747-53-0706

菊川　春実 ０２９０５１６４８００ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 1日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 2月 28日 2071番地の1
(TEL)  0747-52-0612 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2071番地の1　TEL  0747-52-0612

菊谷　真哉 ０２９０３２１０７７７ 〒　634-0835 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 30日 奈良県橿原市土橋町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 29日 489番地の2
(TEL)  0744-41-9254 (連絡先)　奈良県橿原市土橋町489番地の2　TEL  0744-41-9254

株式会社菊谷組 ０２９０５１６４７９７ 〒　638-0543 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 27日 奈良県吉野郡天川村大字和田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 26日 423番地
（代表取締役　菊谷　誠） (TEL)  0747-65-0065 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字和田423番地　TEL  0747-65-0065
有限会社キクヨシ ０２９０５０６８５７７ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 17日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 16日 721番地の1
（代表取締役　菊川　富士大） (TEL)  0747-52-5770 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本721番地の1　TEL  0747-52-5770
岸尾産業株式会社 ０２９０６２２４５５７ 〒　637-1335 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 22日 奈良県吉野郡十津川村大字湯之原
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 21日 764番地
（代表取締役　岸尾　智貴） (TEL)  0746-63-0049 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字湯之原764番地　TEL  0746-63-0049
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
岸之元建設株式会社 ０２９０６２０５４７３ 〒　637-1335 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 14日 奈良県吉野郡十津川村大字湯之原
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 2月 13日 765番地の3
（代表取締役　岸尾　訓子） (TEL)  0746-63-0568 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字湯之原765番地の3　TEL  0746-63-0568
有限会社きじもと ０２９０５１５６５８２ 〒　638-0002 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 17日 奈良県吉野郡下市町大字小路
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 16日 14番地
（代表取締役　木地本　義久） (TEL)  0747-52-0319 (連絡先)　奈良県吉野郡下市町大字小路14番地　TEL  0747-52-0319
株式会社ＫＩＳＨＩＭＯＴＯ建設 ０２９０３２０３１６５ 〒　634-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 5日 奈良県橿原市木原町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 10月 4日 31番地の32大和ビル2階
（代表取締役　岸本　剣） (TEL)  0744-21-0888 (連絡先)　奈良県橿原市木原町31番地の32大和ビル2階　TEL  0744-21-0888
株式会社キショウ ０２９０３１９６３７８ 〒　636-0311 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 31日 奈良県磯城郡田原本町大字八尾
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 30日 664番地の10
（代表取締役　川井　貴幸） (TEL)  0744-34-1518 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町富本165-1　TEL  0744-34-1518
株式会社ＫＩＺＵＮＡグループ ０２９０６２０３３９２ 〒　637-0042 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 12日 奈良県五條市五條
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 11日 三丁目3番36号
（代表取締役　カラハンムスタ
ファ）

(TEL)  0747-24-5051 (連絡先)　奈良県五條市五條三丁目3番36号　TEL  0747-24-5051

喜田　一雅 ０２９０４１７００４８ 〒　639-1115 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(みやび建築設計工房) 令和5年 1月 16日 奈良県大和郡山市横田町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 15日 252番地8
(TEL)  0743-85-6807 (連絡先)　奈良県大和郡山市横田町252番地8　TEL  0743-85-6807

喜多　庸之 ０２９０５２２８４８２ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 17日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和9年 6月 16日 1010番地の245
(TEL)  090-7480-9346 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本1010番地の245　TEL  090-7480-9346

株式会社北株興業 ０２９０３２０６１７４ 〒　634-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 19日 奈良県橿原市大久保町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 18日 502番地の1サンウィンディアB201
（代表取締役　北株　祐輔） (TEL)  0744-55-2587 (連絡先)　奈良県橿原市大久保町502番地の1サンウィンディアB201　TEL  0744-55-2587
北川　精一 ０２９０４１６１５０４ 〒　636-0916 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 9日 奈良県生駒郡平群町大字若井
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 8日 31番地の７
(TEL)  0745-60-0649 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町若井31番地の7　TEL  0745-60-0649

北川　昌彦 ０２９０４２２８１６１ 〒　632-0094 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(エクステリア北川) 令和4年 6月 3日 奈良県天理市前栽町
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 2日 56番地9
(TEL)  0743-63-3759 (連絡先)　奈良県天理市前栽町56番地9　TEL  0743-63-3759
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
北川ガス株式会社 ０２９０２２１９７４６ 〒　639-2311 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 18日 奈良県御所市大字小林
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 17日 41番地
（代表取締役　北川　賢人） (TEL)  0745-62-5111 (連絡先)　奈良県御所市大字小林41番地　TEL  0745-62-5111
北川建設株式会社 ０２９０４１５５２３６ 〒　636-0914 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 14日 奈良県生駒郡平群町西宮
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 13日 一丁目9番25号
（代表取締役　北川　由美子） (TEL)  0745-45-1044 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町西宮一丁目9番25号　TEL  0745-45-1044
有限会社貴田製畳 ０２９０６２２２７９７ 〒　637-0018 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 30日 奈良県五條市久留野町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 29日 1155番地
（代表取締役　南　佳希） (TEL)  0747-25-4177 (連絡先)　奈良県五條市久留野町1155番地　TEL  0747-25-4177
株式会社北田組 ０２９０２１７２９９４ 〒　639-2131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 23日 奈良県葛城市林堂
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 22日 94番地1
（代表取締役　北田　淳） (TEL)  0745-69-6008 (連絡先)　奈良県葛城市林堂94番地1　TEL  0745-69-6008
北田　隆志 ０２９０３１３０２２８ 〒　633-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大伸建設) 令和3年 9月 14日 奈良県桜井市大字箸中
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 13日 441番地の2
(TEL)  0744-43-7556 (連絡先)　奈良県桜井市大字箸中441番地の2　TEL  0744-43-7556

北中　智人 ０２９０２２２４７７６ 〒　635-0815 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(一心建材) 令和3年 12月 2日 奈良県北葛城郡広陵町大字古寺
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除)、１３号廃棄物 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 12月 1日 582番地3
(TEL)  0745-27-8817 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字古寺582番地3　TEL  0745-27-8817

木谷　利彦 ０２９０３２２７０９１ 〒　634-0064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 2日 奈良県橿原市見瀬町
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿
含) 

令和9年 5月 1日
90番地の9　グリーンハイツ川端B
棟102
(TEL)  0744-35-4700 (連絡先)　奈良県橿原市見瀬町90-9　B102　TEL  0744-35-4700

株式会社北林組 ０２９０３０７８６６４ 〒　636-0246 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 25日 奈良県磯城郡田原本町大字千代
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 24日 848番地の1
（代表取締役　北林　靖浩） (TEL)  0744-32-6351 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字千代848番地の1　TEL  0744-32-6351
株式会社北山開発 ０２９０５１４０６９８ 〒　639-3701 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 29日 奈良県吉野郡上北山村大字河合
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 28日 377番地の1
（代表取締役　中谷　守孝） (TEL)  0746-83-0075 (連絡先)　奈良県吉野郡下北山村下池原855　TEL  0746-83-0075
有限会社北大和開発 ０２９０２０１２９３６ 〒　639-0214 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 12月 24日 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 12月 23日 4666番地
（取締役　小倉　光夫） (TEL)  0745-78-9998 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町大字上牧4666番地　TEL  0745-78-9998
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
木下　雄介 ０２９０４２２７８４０ 〒　632-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 23日 奈良県天理市勾田町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 5月 22日 64番地　ツインハイムA-206
(TEL)  080-6104-7062 (連絡先)　奈良県天理市勾田町64番地　ツインハイムA-206　TEL  080-6104-7062

木村　敏治 ０２９０２１０７２１５ 〒　639-2126 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(キムラ建材) 平成30年 11月 18日 奈良県葛城市南花内
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 17日 210番地57
(TEL)  0745-69-7550 (連絡先)　奈良県葛城市南花内210番地57　TEL  0745-69-7550

有限会社キムラ建材 ０２９０２１９７５５３ 〒　639-2131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 4日 奈良県葛󠄀城市林堂
燃 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)、ば(水
ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 12月 3日 38番地
（取締役　木村　忠司） (TEL)  0745-69-3304 (連絡先)　奈良県葛城市林堂38番地、山田14-１　TEL  0745-69-3304
有限会社木本建設 ０２９０３２２５２７８ 〒　636-0202 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 4日 奈良県磯城郡川西町大字結崎
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 1月 3日 1822番地
（代表取締役　木本　真一） (TEL)  0745-44-0159 (連絡先)　奈良県磯城郡川西町大字結崎1822番地　TEL  0745-44-0159
株式会社共生システム ０２９０２２０２４１９ 〒　639-0266 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 5日 奈良県香芝市旭ケ丘
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 9月 4日 三丁目16番地の3
（代表取締役　河村　英治） (TEL)  0745-77-1117 (連絡先)　奈良県香芝市上中1242番地　TEL  0745-77-1117
有限会社共和開発 ０２９０２０５８８３２ 〒　639-2302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 12月 24日 奈良県御所市大字東松本
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 12月 23日 268番地
（取締役　細川　克文） (TEL)  0745-62-2286 (連絡先)　奈良県御所市大字東松本268番地　TEL  0745-62-2286
株式会社清一建設 ０２９０４２１３５７７ 〒　639-1160 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 25日 奈良県大和郡山市北郡山町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 2月 24日 328番地18
（代表取締役　平瀨　有希） (TEL)  0743-85-6091 (連絡先)　奈良県大和郡山市北郡山町328番地18　TEL  0743-85-6091
株式会社清川組 ０２９０２１６１７６０ 〒　636-0013 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 18日 奈良県北葛城郡王寺町元町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 17日 一丁目2番11号
（代表取締役　清川　大輔） (TEL)  0745-72-2781 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町元町一丁目2番11号　TEL  0745-72-2781
株式会社清須組 ０２９０５１７３５９９ 〒　633-2422 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 2日 奈良県吉野郡東吉野村大字鷲家
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 1日 1607番地
（代表取締役　清須　悠佑） (TEL)  0746-42-0534 (連絡先)　奈良県吉野郡東吉野村大字鷲家1607番地　TEL  0746-42-0534
株式会社桐山工務店 ０２９０４０５６９３９ 〒　632-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 9日 奈良県天理市勾田町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 8日 415番地
（代表取締役　桐山　雅貴） (TEL)  0743-62-1795 (連絡先)　奈良県天理市勾田町415番地　TEL  0743-62-1795
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
近畿化製株式会社 ０２９０３０７９４１１ 〒　633-0078 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 15日 奈良県桜井市大字豊前
汚 (水ば除)、油 、残 、動 、体  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 14日 37番地
（代表取締役　岸　小三郎） (TEL)  0744-43-7013 (連絡先)　奈良県桜井市大字豊前37番地　TEL  0744-43-7013
近畿環境開発株式会社 ０２９０２０１０９７８ 〒　635-0017 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 8日 奈良県大和高田市東雲町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 
(石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 7日 581番地1
（代表取締役　丸野　雅世） (TEL)  0745-22-3325 (連絡先)　奈良県大和高田市東雲町581番地の1　TEL  0745-22-3325
株式会社葛建設 ０２９０２１６０８５８ 〒　639-2251 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 4日 奈良県御所市大字戸毛
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 3日 1008番地
（代表取締役　平田　正光） (TEL)  0745-67-1486 (連絡先)　奈良県御所市大字戸毛1008番地　TEL  0745-67-1486
株式会社グッド ０２９０４２２００６８ 〒　630-226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 25日 奈良県生駒市小平尾町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 24日 1680番地1
（代表取締役　福島　智幸） (TEL)  0743-77-0038 (連絡先)　奈良県生駒市小平尾町1680番地1　TEL  0743-77-0038
株式会社久保組 ０２９０３２２３５５３ 〒　636-0214 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 16日 奈良県磯城郡三宅町但馬
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 15日 424番地の8
（代表取締役　久保　勇輔） (TEL)  0745-57-0458 (連絡先)　奈良県磯城郡三宅町但馬424番地の8　TEL  0475-57-0458
窪田　潤斗 ０２９０６２３２８４６ 〒　637-0092 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(解体業窪田組) 令和5年 3月 24日 奈良県五條市岡町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和10年 3月 23日 3037番地
(TEL)  0747-27-4348 (連絡先)　奈良県五條市岡町3037番地　TEL  0747-27-4348

熊澤　正義 ０２９０４２０３７６８ 〒　632-0093 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 16日 奈良県天理市指柳町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和5年 11月 15日 223番地　パストラーレ天理202号
(TEL)  0743-62-5710 (連絡先)　奈良県天理市指柳町223番地　パストラーレ天理202号　TEL  0743-62-5710

株式会社クラハラ ０２９０４０６６５６７ 〒　639-1104 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 16日 奈良県大和郡山市井戸野町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 12月 15日 124番地の2
（代表取締役　倉原　定） (TEL)  0743-53-4182 (連絡先)　奈良県大和郡山市井戸野町124番地の2　TEL  0743-53-4182
株式会社グリーンネットまほろば ０２９０３１８３５１３ 〒　636-0062 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 25日 奈良県桜井市出雲
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 24日 1196番地の1
（代表取締役　山口　紗世） (TEL)  0744-47-8568 (連絡先)　奈良県桜井市出雲1196番地の1　TEL  0744-47-8568
クリエィティブサービス株式会社 ０２９０２２１７６６３ 〒　635-0012 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 2日 奈良県大和高田市曙町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 1日 18番1号
（代表取締役　山本　準） (TEL)  0744-27-3667 (連絡先)　奈良県大和高田市曙町18番1号　TEL  0744-27-3667
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
栗本　一美 ０２９０３１５６８５２ 〒　635-0121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(栗本衛生) 令和2年 10月 19日 奈良県高市郡高取町大字丹生谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 10月 18日 1028番地
(TEL)  0745-67-0200 (連絡先)　奈良県高市郡高取町大字丹生谷1028番地　TEL  0745-67-0200

栗本　一夢 ０２９０２２１４０５３ 〒　639-2206 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 19日 奈良県御所市大字竹田
プ (石綿除)、紙 、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 18日 89番地の1
(TEL)  090-8799-4986 (連絡先)　奈良県御所市大字竹田89番地の2　TEL  090-8799-4986

株式会社栗本建設 ０２９０３１９７６２８ 〒　635-0121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 15日 奈良県高市郡高取町大字丹生谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 14日 923番地の2
（代表取締役　栗本　進也） (TEL)  0745-67-0678 (連絡先)　奈良県高市郡高取町大字丹生谷923番地の2　TEL  0745-67-0678
株式会社車谷建設 ０２９０５１９３９７８ 〒　638-0431 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 30日 奈良県吉野郡天川村大字洞川
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 29日 632番地の1
（代表取締役　皿谷　竹弥） (TEL)  0747-64-0777 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字洞川632番地の1　TEL  0747-64-0777
クロカワ工芸株式会社 ０２９０３１８３８８３ 〒　634-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 19日 奈良県橿原市常盤町
木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 18日 23番地の1
（代表取締役　黒川　賢一） (TEL)  0744-22-0373 (連絡先)　奈良県橿原市常盤町23番地の1　TEL  0744-22-0373
株式会社慶信 ０２９０２２０３４９４ 〒　635-0046 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 30日 奈良県大和高田市西三倉堂
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 29日 一丁目12番5号
（代表取締役　戸島　慶） (TEL)  0745-43-9779 (連絡先)　奈良県大和高田市西三倉堂一丁目12番5号　TEL  0745-43-9779
有限会社ケーウィンズ ０２９０４２１９１５５ 〒　639-1123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 28日 奈良県大和郡山市筒井町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 27日 701番地の3山口ビル2階
（取締役　畑山　庫一） (TEL)  0743-57-6058 (連絡先)　奈良県大和郡山市筒井町701番地の3山口ビル2階　TEL  0743-57-6058
株式会社Ｋカンパニー ０２９０５２０１１４０ 〒　639-3118 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 17日 奈良県吉野郡吉野町大字橋屋
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 16日 298番地の3
（代表取締役　松尾　香織） (TEL)  0746-32-2415 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字馬佐383番地の6　TEL  0746-32-2415
株式会社Ｋ’ s ０２９０４１７４３３３ 〒　639-1061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 18日 奈良県生駒郡安堵町東安堵
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水
ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 17日 60-1センチュリーアスカ6-608
（代表取締役　金正　太郎） (TEL)  0743-56-2000 (連絡先)　奈良県生駒郡安堵町東安堵60-1センチュリーアスカ6-608　TEL  0743-56-2000
Ｋ－ＳＴＹＬＥ株式会社 ０２９０４２０１３６５ 〒　632-0082 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 4日 奈良県天理市荒蒔町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 6月 3日 208番地
（代表取締役　桂木　寛） (TEL)  0743-61-5049 (連絡先)　奈良県天理市荒蒔町208番地　TEL  0743-61-5049
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社源輝 ０２９０２０３８０２１ 〒　639-0236 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 1日 奈良県香芝市磯壁五丁目
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 2月 28日 14番21号
（代表取締役　仲川　昌寛） (TEL)  0745-77-9050 (連絡先)　奈良県香芝市磯壁五丁目14番21号　TEL  0745-77-9050
株式会社乾天 ０２９０２１６９８３８ 〒　639-2132 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 15日 奈良県葛󠄀城市笛吹
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和10年 1月 14日 555番地1
（代表取締役　岡本　淳寬） (TEL)  0745-63-1415 (連絡先)　奈良県葛城市笛吹555番地1　TEL  0745-63-1415
小泉建設株式会社 ０２９０５１３５７５２ 〒　638-0851 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 21日 奈良県吉野郡大淀町大字岩壺
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 20日 258番地
（代表取締役　小泉　美智子） (TEL)  0747-52-7733 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字岩壺258番地　TEL  0747-52-7733
興永建設株式会社 ０２９０４１２７０５５ 〒　636-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 16日 奈良県生駒郡三郷町立野北
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、木 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば
除) 

令和8年 5月 15日 一丁目31番45号
（代表取締役　柳原　秀行） (TEL)  0745-31-1333 (連絡先)　奈良県生駒郡三郷町立野北一丁目31番45号　TEL  0745-31-1333
合億株式会社 ０２９０４１８７５６２ 〒　630-8442 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 27日 奈良県生駒市鹿畑町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 26日 2212番地
（代表取締役　小野寺　航平） (TEL)  0743-78-9988 (連絡先)　奈良県生駒市鹿畑町2212番地　TEL  0743-78-9988
株式会社光進 ０２９０５１４４３１８ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 10日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 2月 9日 1402番地の1
（代表取締役　橋本　和典） (TEL)  0747-52-0088 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1402番地の1　TEL  0747-52-0088
株式会社合田 ０２９０３１１３０２５ 〒　636-0305 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 12日 奈良県磯城郡田原本町大字平野
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 11日 211番地の6
（代表取締役　鍵屋　裕嗣） (TEL)  0744-33-2794 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町平野211番地の6　TEL  0744-33-2794
合同建設株式会社 ０２９０６１５７６９６ 〒　637-1103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 30日 奈良県吉野郡十津川村大字上野地
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 29日 138番地
（代表取締役　辻内　孝嘉） (TEL)  0746-68-0002 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字上野地138番地　TEL  0746-68-0002
株式会社小浦瓦店 ０２９０４２１０６８４ 〒　632-0083 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 11日 奈良県天理市稲葉町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 10日 53番地4
（代表取締役　小浦　純一） (TEL)  0743-64-1629 (連絡先)　奈良県天理市稲葉町53番地4　TEL  0743-64-1629
株式会社広陵資源開工 ０２９０２１８２４９２ 〒　635-0814 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 16日 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 3月 15日 195番地3
（代表取締役　寺岡　竜治） (TEL)  0745-43-9972 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字南郷195番地3　TEL  0745-43-9972
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
光和建設株式会社 ０２９０６１７８４７４ 〒　637-1101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 14日 奈良県吉野郡十津川村大字沼田原
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 13日 536番地
（代表取締役　栗原　圭文） (TEL)  0746-68-0185 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字谷瀬4番地　TEL  0746-68-0185
株式会社五伸 ０２９０６１２７０６０ 〒　637-0038 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 15日 奈良県五條市野原東
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 14日 五丁目3番25号
（代表取締役　巽　俊憲） (TEL)  0747-22-5653 (連絡先)　奈良県五條市野原東五丁目3番25号　TEL  0747-22-5653
株式会社コスモテック ０２９０４１４４４２２ 〒　639-1123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 2日 奈良県大和郡山市今国府町
燃 (水ば含)、汚 (水ば含)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
鉱(水ば含)、工 (石綿含)、ば(水ば含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 9月 1日 694番地1
（代表取締役　石井　謙二） (TEL)  0745-57-8858 (連絡先)　奈良県大和郡山市今国府町694番地1　TEL  0745-57-8858
御所興産株式会社 ０２９０２０２０６３０ 〒　639-2277 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 12日 奈良県御所市大字室
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 11日 1193番地の1
（代表取締役　西本　正昭） (TEL)  0745-62-5053 (連絡先)　奈良県御所市大字室1193番地の1　TEL  0745-62-5053
御所生コンクリート株式会社 ０２９０２１６６４６２ 〒　639-2244 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 25日 奈良県御所市大字柏原
汚 (水ば除)、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 24日 1426番地
（代表取締役　石本　宗人） (TEL)  0745-65-0221 (連絡先)　奈良県御所市大字柏原1426番地　TEL  0745-65-0221
小西　利一 ０２９０４１６９２７６ 〒　639-1116 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(小西工務店) 令和4年 12月 18日 奈良県大和郡山市伊豆七条町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 12月 17日 67番地
(TEL)  0743-56-2448 (連絡先)　奈良県大和郡山市伊豆七条町67番地　TEL  0743-56-2448

株式会社小林工業 ０２９０４２１０４０６ 〒　639-1042 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 11日 奈良県大和郡山市
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 10日 小泉町918番地粕本ビル202号室
（代表取締役　小林　成弥） (TEL)  0743-86-4386 (連絡先)　奈良県大和郡山市小泉町918番地粕本ビル202号室　TEL  0743-86-4386
有限会社小松運輸 ０２９０２０８０７０７ 〒　639-2311 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 19日 奈良県御所市大字小林
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水
ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 18日 301番地の2
（代表取締役　小松　隆浩） (TEL)  0745-64-1113 (連絡先)　奈良県御所市大字小林301番地の2　TEL  0745-64-1113
粉室　昌弘 ０２９０２２０６５２７ 〒　635-0045 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 14日 奈良県大和高田市中三倉堂
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 13日 2丁目8番4号
(TEL)  0745-52-0641 (連絡先)　奈良県大和高田市中三倉堂2丁目8番4号　TEL  0745-52-0641

小山　隆夫 ０２９０４１７９６４３ 〒　636-0103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(コヤマ建材) 令和1年 9月 25日 奈良県生駒郡斑鳩町幸前
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 24日 2丁目3番34号
(TEL)  0745-61-0303 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町龍田4丁目１－１　TEL  0745-61-0303
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
近藤　忠孝 ０２９０２０３４３７６ 〒　636-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(近藤衛生社) 令和2年 10月 24日 奈良県北葛城郡河合町大字西穴闇
燃 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、金 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 23日 38番地
(TEL)  0745-56-4831 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字西穴闇38番地　TEL  0745-56-4831

株式会社サイエイ ０２９０４２０１７７４ 〒　630-0223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 6日 奈良県生駒市小瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 5日 34番地
（代表取締役　西本　英樹） (TEL)  0745-42-1177 (連絡先)　奈良県磯城郡三宅町伴堂253　TEL  0745-42-1177
左海　茂樹 ０２９０３１７８２４１ 〒　633-0017 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 14日 奈良県桜井市大字慈恩寺
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 13日 798番地の16
(TEL)  0744-42-3802 (連絡先)　奈良県桜井市大字慈恩寺798番地の16　TEL  0744-42-3802

坂口　義直 ０２９０３１９３０９３ 〒　634-0075 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(緑化園) 令和4年 2月 7日 奈良県橿原市小房町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 6日 13番31号　小房荘12号
(TEL)  0744-37-0114 (連絡先)　奈良県橿原市小房町13番31号　小房荘12号　TEL  0744-37-0114

坂口土木株式会社 ０２９０３０８０４０３ 〒　633-0243 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 15日 奈良県宇陀市榛原雨師
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 14日 21番地
（代表取締役　坂口　龍作） (TEL)  0745-82-0541 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原雨師21番地　TEL  0745-82-0541
株式会社坂田工務店 ０２９０６２００３９３ 〒　637-0001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 4日 奈良県五條市西河内町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 3日 106番地の1
（代表取締役　坂田　清史） (TEL)  0747-22-8877 (連絡先)　奈良県五條市西河内町106番地の1　TEL  0747-22-8877
坂田　宜茂 ０２９０２０４７２８０ 〒　639-2135 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(サカタ商店) 令和4年 4月 18日 奈良県葛城市寺口
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 4月 17日 792番地
(TEL)  0745-69-4008 (連絡先)　奈良県奈良市横井五丁目383番地2　TEL  0745-69-4008

株式会社阪本 ０２９０２２１０６８３ 〒　639-2334 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 10日 奈良県御所市大字北窪
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 9日 187番地の2
（代表取締役　阪本　雅宣） (TEL)  0745-66-0130 (連絡先)　奈良県御所市大字北窪187番地の2　TEL  0745-66-0130
阪本　高志 ０２９０３２２９７６８ 〒　633-0001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 1日 奈良県桜井市大字三輪
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 31日 609番地の5
(TEL)  0744-46-4660 (連絡先)　奈良県桜井市大字三輪609番地の5　TEL  0744-46-4660

阪本　昌之 ０２９０３１９０２６６ 〒　633-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(昌栄) 令和3年 9月 1日 奈良県桜井市大字大福
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 31日 438番地の2　A302
(TEL)  0744-44-2820 (連絡先)　奈良県桜井市大字大福438番地の2　A302　TEL  0744-44-2820
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
坂本　里佳 ０２９０４１４６４３８ 〒　632-0047 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(エムエス商事) 平成30年 12月 22日 奈良県天理市乙木町
工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 12月 21日 812番地1
(TEL)  0743-67-0223 (連絡先)　奈良県天理市乙木町812番地1　TEL  0743-67-0223

株式会社坂本興業 ０２９０２０３０４２６ 〒　639-2277 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 1日 奈良県御所市室
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 
(石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 7月 31日 215番地1
（代表取締役　坂本　龍也） (TEL)  0745-65-0717 (連絡先)　奈良県御所市室215番地1　TEL  0745-65-0717
酒本産業株式会社 ０２９０２２２６７０９ 〒　635-0085 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 24日 奈良県大和高田市片塩町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 23日 7番14号
（代表取締役　酒本　良司） (TEL)  0745-69-3100 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市笛堂442　TEL  0745-69-3100
坂本タイヤ工業株式会社 ０２９０２０３２４２７ 〒　639-2257 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 27日 奈良県御所市大字小殿
プ (石綿除)、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 1月 26日 288番地
（代表取締役　坂本　正彦） (TEL)  0745-66-2174 (連絡先)　奈良県御所市大字小殿288番地　TEL  0745-66-2174
阪本　透 ０２９０３１３６２７３ 〒　633-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(阪本建設) 令和4年 6月 13日 奈良県桜井市大字外山
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 12日 136番地の6
(TEL)  0744-42-7534 (連絡先)　奈良県桜井市大字外山136番地の6　TEL  0744-42-7534

阪本　匡史 ０２９０２１６０７８２ 〒　635-0015 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(阪本産営) 令和3年 7月 5日 奈良県大和高田市幸町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 4日
4番21-1007号　ライオンズマン
ション大和高田
(TEL)  0745-22-2575 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町大字上牧4725番地　TEL  0745-22-2575

株式会社佐倉 ０２９０４２３１０１３ 〒　632-0063 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 4日 奈良県天理市西長柄町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 3日 12番地
（代表取締役　黒住　幸司） (TEL)  0743-67-1550 (連絡先)　奈良県天理市西長柄町12番地　TEL  0743-67-1550
株式会社さくら開発(廃対課） ０２９０４１４２０１９ 〒　632-0034 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 20日 奈良県天理市丹波市町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 5月 19日 136番地11
（代表取締役　柴田　恵美） (TEL)  0743-69-5339 (連絡先)　奈良県天理市丹波市町136番地11　TEL  0743-69-5339
株式会社さくら設備興業 ０２９０２２３２０８１ 〒　639-0276 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 23日 奈良県葛󠄀城市當麻
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 22日 182
（代表取締役　岡本　仁） (TEL)  0745-48-8677 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市當麻182　TEL  0745-48-8677
株式会社笹井コーポレーション ０２９０２１７６７０９ 〒　635-0814 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 28日 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水
ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 27日 46番地の3
（代表取締役　笹井　良浩） (TEL)  0745-55-5288 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字南郷46番地の3　TEL  0745-55-5288
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
佐々岡　真一 ０２９０５２１４６３２ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 10日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 9日 1369番地の3
(TEL)  0747-52-7165 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1369番地の3　TEL  0747-52-7165

株式会社さざんかコーポレーション ０２９０２１８８１０７ 〒　635-0044 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 12日 奈良県大和高田市中今里町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 11日 10番20号
（代表取締役　吉井　聖恵） (TEL)  0745-52-1077 (連絡先)　奈良県大和高田市中今里町10番20号　TEL  0745-52-1077
佐藤　忠一 ０２９０４２１６２３９ 〒　639-1132 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 16日 奈良県大和郡山市高田町
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 15日 516番地
(TEL)  0743-56-4660 (連絡先)　奈良県大和郡山市北西町123-24　TEL  0743-56-4660

株式会社猿鳶仮設工業 ０２９０２２１９１５９ 〒　635-0022 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 27日 奈良県大和高田市日之出町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 26日 19番5号
（代表取締役　藤井　裕之） (TEL)  0745-22-1479 (連絡先)　奈良県大和高田市日之出町19番5号　TEL  0745-22-1479
株式会社澤田組 ０２９０４１３０４３９ 〒　632-0052 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 19日 奈良県天理市柳本町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 18日 692番地
（代表取締役　澤田　昌久） (TEL)  0743-67-2773 (連絡先)　奈良県天理市柳本町692番地　TEL  0743-67-2773
株式会社三栄 ０２９０３２１７１２６ 〒　634-0008 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 18日 奈良県橿原市十市町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 17日 453番地の5明日香ビル201
（代表取締役　渡壁　哲也） (TEL)  0744-48-0259 (連絡先)　奈良県橿原市十市町453番地の5明日香ビル201　TEL  0744-48-0259
三永開発株式会社 ０２９０２１８１４６４ 〒　639-2244 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 1月 27日 奈良県御所市柏原
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿
除) 

令和7年 1月 26日 618番地の8
（代表取締役　宮橋　義之） (TEL)  0745-64-0880 (連絡先)　奈良県御所市柏原618番地の8　TEL  0745-64-0880
有限会社三栄推進土木 ０２９０３２１７１１９ 〒　634-0837 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 18日 奈良県橿原市曲川町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 17日 七丁目3番11号
（取締役　渡壁　哲也） (TEL)  0744-25-2272 (連絡先)　奈良県橿原市曲川町七丁目3番11号　TEL  0744-25-2272
三協設備株式会社 ０２９０４０７７７６０ 〒　639-1160 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 19日 奈良県大和郡山市柳町
プ (石綿除)、木 、金 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 6月 18日 556番地ヴィルヌーブ大和郡山502
（代表取締役　森本　慶） (TEL)  0743-56-6260 (連絡先)　奈良県大和郡山市柳町556番地ヴィルヌーブ大和郡山502号　TEL  0743-56-6260
三建工業株式会社 ０２９０３０４３４４４ 〒　634-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 22日 奈良県橿原市葛本町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 21日 379番地の1
（代表取締役　前川　雅幸） (TEL)  0744-25-4137 (連絡先)　奈良県橿原市葛本町379番地の1　TEL  0744-25-4137
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社サンコウ ０２９０４１２７６０８ 〒　630-0223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 16日 奈良県生駒市小瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 15日 115番地の3
（代表取締役　下淵　徹也） (TEL)  0743-76-3535 (連絡先)　奈良県生駒市小瀬町115番地の3　TEL  0743-76-3535
株式会社三寿ゴム商会 ０２９０２２２８９９３ 〒　639-2234 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 4日 奈良県御所市
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、
ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 8月 3日 1471番地
（代表取締役　𠮷本　準） (TEL)  0745-63-1705 (連絡先)　奈良県御所市1471番地　TEL  0745-63-1705
株式会社三奈クリーン ０２９０５０７１９８３ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 21日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 20日 1010番地の223
（代表取締役　森田　浩二） (TEL)  0747-52-9003 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町桧垣本1010番地の223　TEL  0747-52-9003
株式会社サンベイズ ０２９０３１６２４６１ 〒　633-0068 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 9日 奈良県桜井市東新堂
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 8日 97番地
（代表取締役　西田　晃） (TEL)  0744-44-6677 (連絡先)　奈良県桜井市東新堂97番地　TEL  0744-44-6677
株式会社三友商事 ０２９０４２２４５０５ 〒　632-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 10日 奈良県天理市森本町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 9日 179-1
（代表取締役　永江　成郎） (TEL)  0120-065-940 (連絡先)　奈良県天理市森本町179-1　TEL  0120-065-940
山陽運輸株式会社 ０２９０３０８０４０２ 〒　634ｰ0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 1月 30日 奈良県橿原市醍醐町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 1月 29日 118番地の14
（代表取締役　松本　明博） (TEL)  0744-25-2185 (連絡先)　奈良県橿原市醍醐町118番地の14　TEL  0744-25-2185
三容建設株式会社 ０２９０２１８５８４７ 〒　639-2163 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 21日 奈良県葛城市八川
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 10月 20日 131番地の7
（代表取締役　杉本　幸一） (TEL)  0745-48-6708 (連絡先)　奈良県葛城市八川131番地の7　TEL  0745-48-6708
株式会社三陽ホーミング ０２９０４１８３６６７ 〒　636-0941 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 15日 奈良県生駒郡平群町緑ヶ丘
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 14日 六丁目4番19号
（代表取締役　松村　陽久） (TEL)  0745-45-3031 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町緑ヶ丘六丁目4番19号　TEL  0745-45-3031
株式会社三和 ０２９０２１１８４２５ 〒　639-0252 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 26日 奈良県香芝市穴虫
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 25日 1030
（代表取締役　眞々田　潤一） (TEL)  0745-77-3544 (連絡先)　奈良県香芝市穴虫1030　TEL  0745-77-3544
有限会社シーイーエヌ ０２９０２２２７８４６ 〒　639-2306 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 19日 奈良県御所市三室
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 18日 1-1
（取締役　飯田　三代治） (TEL)  090-3036-2157 (連絡先)　奈良県御所市三室1-1　TEL  090-3036-2157
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社ジェイ．アイ ０２９０５１８７４５０ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 2日 奈良県吉野郡大淀町下渕
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 3月 1日 593番地の1
（代表取締役　池田　純子） (TEL)  0747-52-4870 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町下渕593番地の1　TEL  0747-52-4870
ジェイ・ネット株式会社 ０２９０４１９１１３３ 〒　632-0098 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 19日 奈良県天理市南六条町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 18日 122番地1
（代表取締役　原口　美咲子） (TEL)  0743-64-6651 (連絡先)　奈良県天理市南六条町122番地1　TEL  0743-64-6651
株式会社Ｊ－エムケー ０２９０２２０２６４８ 〒　639-0202 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 5日 奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、動 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、尿 、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 9月 4日 三丁目10番地10
（代表取締役　藤井　昇） (TEL)  0745-40-0188 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町桜ヶ丘三丁目10番地10　TEL  0745-40-0188
株式会社ＪＥＳＣＯ－ＥＸＰＲＥＳ
Ｓ

０２９０２１２６２６１ 〒　636-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 21日 奈良県北葛城郡王寺町葛下
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 12月 20日 四丁目198番地の2
（代表取締役　窪　宏征） (TEL)  06-6462-0004 (連絡先)　大阪市此花区西九条2丁目5番18号　TEL  06-6462-0004
株式会社ジェネシス ０２９０６２１１３７３ 〒　637-0082 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 6日 奈良県五條市中之町
プ (石綿除)、金 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 5日 1732番地の1
（代表取締役　中野　哲雄） (TEL)  0747-32-8067 (連絡先)　奈良県五條市中之町1732番地の1　TEL  0747-32-8067
ジオステージ・カジタ株式会社 ０２９０２２０００３９ 〒　639-2216 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 13日 奈良県御所市
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 12日 150番地の3
（代表取締役　鍜治田　八彦） (TEL)  0745-64-2122 (連絡先)　奈良県御所市150番地の3　TEL  0745-64-2122
磯城運輸株式会社 ０２９０３１０１４３５ 〒　633-0065 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 4日 奈良県桜井市大字大泉
汚 (水ば除)、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、
ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 6月 3日 544番地の1
（代表取締役　新井　武雄） (TEL)  0744-42-2278 (連絡先)　奈良県桜井市大字大泉544番地の1　TEL  0744-42-2278
有限会社志希商事 ０２９０６１５０９９８ 〒　637-0093 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 14日 奈良県五條市田園
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 13日 四丁目28番地の3
（代表取締役　柿谷　忠志） (TEL)  0747-24-5707 (連絡先)　奈良県御所市重阪281番地1　TEL  0747-24-5707
芝田　浩秋 ０２９０４２１２２１４ 〒　632-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(芝田土木防水) 令和1年 11月 6日 奈良県天理市布留町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 5日 95番地
(TEL)  0743-63-1838 (連絡先)　奈良県天理市布留町95番地　TEL  0743-63-1838

島岡　慎哉 ０２９０３１８７５６３ 〒　634-0008 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(勝栄建設) 令和3年 1月 27日 奈良県橿原市十市町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 26日 933番地の2
(TEL)  0744-29-1702 (連絡先)　奈良県橿原市十市町933番地の2　TEL  0744-29-1702
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社島田工務店 ０２９０３１９５１３２ 〒　634-0108 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 9日 奈良県高市郡明日香村大字雷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 8日 366番地の3
（代表取締役　島田　昌則） (TEL)  0744-54-2647 (連絡先)　奈良県高市郡明日香村大字雷366番地の3　TEL  0744-54-2647
清水　和夫 ０２９０４０８５４３１ 〒　636-0116 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 10日 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 9日 2丁目10番7号
(TEL)  0745-74-3108 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2丁目10番7号　TEL  0745-74-3108

有限会社清水土木 ０２９０４１２６３６７ 〒　636-0116 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 10日 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 9日 二丁目10番10号
（代表取締役　清水　悦子） (TEL)  0745-74-5151 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺二丁目10番10号　TEL  0745-74-5151
株式会社下田組 ０２９０５２０６４１０ 〒　638-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 23日 奈良県吉野郡下市町大字伃邑
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 4月 22日 39番地の5
（代表取締役　下田　洋司） (TEL)  0747-52-5128 (連絡先)　奈良県吉野郡下市町大字伃邑39番地の5　TEL  0747-52-5128
赤土　雅章 ０２９０２１８２０８９ 〒　639-0225 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 24日 奈良県香芝市瓦口
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 23日
2158番地　グローバル五位堂駅前
601号
(TEL)  0745-71-0388 (連絡先)　奈良県香芝市狐井605番地　TEL  0745-71-0388

株式会社ジャパン・クリーン・サー
ビス

０２９０３０２６２０２ 〒　633-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 1日 奈良県桜井市大字初瀬
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 7月 31日 1530番地
（代表取締役　　溝脇　弘行） (TEL)  0744-47-7731 (連絡先)　大阪市中央区安土町2丁目3番13号　大阪国際ビル内　TEL  0744-47-7731
有限会社シャルムズ ０２９０５０３３３００ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 13日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、動 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、尿 、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 9月 12日 1384番地の7
（代表取締役　中島　豊次） (TEL)  0747-52-8878 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1384番地の7　TEL  0747-52-8878
寿栄物流株式会社 ０２９０４１８０５９２ 〒　632-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 8日 奈良県天理市中山町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 12月 7日 238番地の1

（代表取締役　中岸　芳仁）
(TEL)  0743-67-1405,090-5255-
9999

(連絡先)　奈良県天理市中山町238番地の1　TEL  0743-67-1405,090-5255-9999

樹公株式会社 ０２９０４１８２２０９ 〒　632-0052 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 3日 奈良県天理市柳本町
木 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 2日 3386番地1
（代表取締役　中村　真樹） (TEL)  0743-67-8222 (連絡先)　奈良県天理市柳本町3386番地1　TEL  0743-67-8222
株式会社隼都 ０２９０３１６４４６２ 〒　633-0243 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 4日 奈良県宇陀市榛原雨師
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 3日 407番地の1
（代表取締役　平野　勇） (TEL)  0745-82-2467 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原雨師407番地の1号　TEL  0745-82-2467
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社ジョイント・エム ０２９０３１８６１０８ 〒　634-0826 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 9日 奈良県橿原市川西町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 8日 222番地の3
（代表取締役　森川　優哉） (TEL)  0744-28-7181 (連絡先)　奈良県橿原市川西町222番地の3　TEL  0744-28-7181
昭栄運輸株式会社 ０２９０４０１３５６１ 〒　639-1125 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 12日 奈良県大和郡山市八条町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 4月 11日 511番地の1
（代表取締役　西川　雅敏） (TEL)  0743-56-4617 (連絡先)　奈良県大和郡山市八条町511番地の1　TEL  0743-56-4617
小路　康記 ０２９０４１９７９２０ 〒　639-1066 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(ref・tec) 令和4年 11月 30日 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 29日 272番地の1
(TEL)  0743-56-3760 (連絡先)　奈良県生駒郡安堵町西安堵433-1　TEL  0743-56-3760

株式会社松樹園 ０２９０２１７５２９７ 〒　639-2113 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 12月 24日 奈良県葛城市北花内
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 12月 23日 563番地の1
（代表取締役　中島　祐史） (TEL)  0745-69-6825 (連絡先)　奈良県葛城市北花内563番地の1　TEL  0745-69-6825
有限会社将正 ０２９０２１１２４６６ 〒　639-2102 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 26日 奈良県葛城市東室
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 7月 25日 202番地の1
（代表取締役　長尾　成剛） (TEL)  0745-69-8777 (連絡先)　奈良県葛城市東室202番地の1　TEL  0745-69-8777
株式会社松竹工業 ０２９０３２３０１６０ 〒　634-0826 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 21日 奈良県橿原市川西町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 20日 462番地9
（代表取締役　竹中　皓亮） (TEL)  0744-33-9871 (連絡先)　奈良県橿原市川西町462番地9　TEL  0744-33-9871
城東興業株式会社 ０２９０５１７６０８６ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 1日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、
鉱(水ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 3月 31日 606番地の2
（代表取締役　松本　茂樹） (TEL)  0747-52-0447 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕606-2　TEL  0747-52-0447
株式会社章南 ０２９０２１６６５２６ 〒　639-2301 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 9日 奈良県御所市大字元町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 8月 8日 202番地の5
（代表取締役　前川　美由紀） (TEL)  0745-65-1246 (連絡先)　奈良県御所市大字元町202番地の5　TEL  0745-65-1246
株式会社松南クリーン ０２９０２１７３３０４ 〒　635-0012 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 4日 奈良県大和高田市曙町
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、
金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 3日 19番12号

（代表取締役　横白　剛） (TEL)  0745-24-6668
(連絡先)　奈良県大和高田市曙町19番12号、大阪府大阪市鶴見区今津南3丁目2番39号　TEL  
0745-24-6668

株式会社匠和美建 ０２９０２２１４６１７ 〒　635-0041 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 6日 奈良県大和高田市田井
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 4月 5日 106番地5
（代表取締役　上野　章） (TEL)  0745-25-3611 (連絡先)　奈良県大和高田市田井106番地5　TEL  0745-25-3611
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社如水 ０２９０２１７５８２３ 〒　639-2254 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 1月 29日 奈良県御所市大字古瀬
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 1月 28日 179番地の10
（代表取締役　吉田　町子） (TEL)  0745-67-0027 (連絡先)　奈良県御所市大字古瀬179番地の10　TEL  0745-67-0027
有限会社シラキ設備 ０２９０２２１２４４０ 〒　635-0814 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 26日 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 25日 243番地
（代表取締役　白記　秀好） (TEL)  0745-55-2032 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字南郷243番地　TEL  0745-55-2032
有限会社信成環境 ０２９０２１９３５４０ 〒　639-0226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 27日 奈良県香芝市五位堂
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 2月 26日 六丁目226番地の2
（取締役　髙橋　信子） (TEL)  0745-77-1076 (連絡先)　奈良県香芝市五位堂六丁目226番地の2　TEL  0745-77-1076
新世紀建工株式会社 ０２９０２１２９３８４ 〒　639-0231 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 18日 奈良県香芝市下田西
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 8月 17日 三丁目9番16号
（代表取締役　山本　佳彦） (TEL)  0745-77-4348 (連絡先)　奈良県香芝市下田西三丁目9番16号　TEL  0745-77-4348
株式会社新谷瓦店 ０２９０２１７４６１４ 〒　635-0815 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 18日 奈良県北葛城郡広陵町大字古寺
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 17日 578番地
（代表取締役　新谷　元信） (TEL)  0745-56-2533 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字古寺578番地　TEL  0745-56-2533
新濤和産業株式会社 ０２９０６２１８７１２ 〒　637-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 21日 奈良県五條市住川町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 20日 1194番地の2
（代表取締役　王　洪涛） (TEL)  0747-23-5011 (連絡先)　奈良県五條市住川町1194番地の2　TEL  0747-23-5011
有限会社新優建設 ０２９０６２２９１９７ 〒　637-1554 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 26日 奈良県吉野郡十津川村大字平谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 25日 212番地
（代表取締役　千葉　優太） (TEL)  0746-64-0150 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字平谷212番地　TEL  0746-64-0150
伸陽建設株式会社 ０２９０４２１７０４９ 〒　639-1121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 11日 奈良県大和郡山市杉町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 10日 43番地1
（代表取締役　金本　治） (TEL)  0743-56-5617 (連絡先)　奈良県大和郡山市杉町43番地1　TEL  0743-56-5617
株式会社新和環境 ０２９０２２２１０１４ 〒　639-2200 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 19日 奈良県御所市
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 18日 145番地の2
（代表取締役　丸山　博雪） (TEL)  0745-63-1234 (連絡先)　奈良県御所市145番地の2　TEL  0745-63-1234
新和建設株式会社 ０２９０２１９８１２６ 〒　639-2164 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 7日 奈良県葛󠄀城市長尾
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 12月 6日 245番地の1
（代表取締役　𠮷川　忠博） (TEL)  0745-48-3538 (連絡先)　奈良県葛城市長尾245番地の1　TEL  0745-48-3538
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社水光 ０２９０３１６８２０３ 〒　633-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 20日 奈良県桜井市安倍木材団地
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 9月 19日 一丁目7番地の7
（代表取締役　中川　裕司） (TEL)  0744-46-5330 (連絡先)　奈良県桜井市安倍木材団地一丁目7番地の7　TEL  0744-46-5330
株式会社水匠 ０２９０２１９１８０７ 〒　635-0023 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 17日 奈良県大和高田市日之出東本町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 16日 20番4号
（代表取締役　岡橋　善次郎） (TEL)  0745-52-3529 (連絡先)　奈良県大和高田市日之出東本町20番4号　TEL  0745-52-3529
須賀建設株式会社 ０２９０２２１１８９９ 〒　639-0262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 25日 奈良県香芝市白鳳台
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 24日 二丁目22番7号
（代表取締役　須賀　富規子） (TEL)  0745-78-3666 (連絡先)　奈良県香芝市白鳳台二丁目22番7号　TEL  0745-78-3666
杉田　健 ０２９０２２３２２１６ 〒　639-0251 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 16日 奈良県香芝市逢坂
木 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 15日
二丁目692番地　ルミエールカナ
ヤ103号
(TEL)  080-8343-0222 (連絡先)　奈良県香芝市逢坂二丁目692-103　TEL  080-8343-0222

株式会社杉田工務店 ０２９０２１８６１８６ 〒　639-2147 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 13日 奈良県葛城市新庄
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 12日 4番地
（代表取締役　杉田　好清） (TEL)  0745-69-3150 (連絡先)　奈良県葛城市葛木217-5　TEL  0745-69-3150
有限会社スケープテクチャー ０２９０２１４５２７７ 〒　636-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 16日 奈良県北葛城郡河合町大字川合
木 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 15日 490番地
（代表取締役　田畑　三治） (TEL)  0745-56-3107 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字川合786番地1　TEL  0745-56-3107
鈴川建設株式会社 ０２９０２０８１９３９ 〒　639-0261 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 12日 奈良県香芝市尼寺
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 11日 一丁目6番1号
（代表取締役　鈴川　福守） (TEL)  0745-76-8255 (連絡先)　奈良県香芝市尼寺一丁目6番1号　TEL  0745-76-8255
株式会社住まい工房ヤマギワ ０２９０４２０１１４２ 〒　636-0154 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 17日 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 16日 五丁目8番16号
（代表取締役　山際　利治） (TEL)  0745-43-7707 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町龍田西五丁目8番16号　TEL  0745-43-7707
株式会社正光 ０２９０２０５２３９４ 〒　639-2251 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 15日 奈良県御所市大字戸毛
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 14日 1001番地
（代表取締役　平田　ゆかり） (TEL)  0745-67-2160 (連絡先)　奈良県御所市大字戸毛1001番地　TEL  0745-67-2160
誠光建設株式会社 ０２９０３０７１００７ 〒　634-0043 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 4日 奈良県橿原市五条野町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 3日 538番地の1
（代表取締役　白井　大輔） (TEL)  0744-27-5265 (連絡先)　奈良県橿原市五条野町538番地の1　TEL  0744-27-5265
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社セイコー ０２９０５１８９７５４ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 25日 奈良県吉野郡大淀町下渕
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 7月 24日 1397番地の1
（代表取締役　梅本　誠） (TEL)  0747-52-9998 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町下渕1397番地の1　TEL  0747-52-9998
株式会社西亮建設 ０２９０２２２９２８３ 〒　639-2163 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 3日 奈良県葛󠄀城市八川
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 2日 121番地23
（代表取締役　西川　恵里子） (TEL)  0745-48-6830 (連絡先)　奈良県葛城市八川121番地23　TEL  0745-48-6830
株式会社ＳＥＩＷＡ ０２９０３１７９６４９ 〒　633-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 29日 奈良県桜井市大字大福
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 28日 196番地の10
（代表取締役　神田　徳三） (TEL)  0744-42-4111 (連絡先)　奈良県桜井市大字大福196番地の10　TEL  0744-42-4111
誠和工業株式会社 ０２９０２２１９１７４ 〒　635-0037 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 28日 奈良県大和高田市中今里町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 12月 27日 2－33－414
（代表取締役　和田　紀義） (TEL)  090-8210-6036 (連絡先)　奈良県大和高田市南今里町2－10－11　TEL  090-8210-6036
西和工事株式会社 ０２９０４１６１０８２ 〒　630-0222 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 20日 奈良県生駒市壱分町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 19日 182番地2-101
（代表取締役　杉元　仁） (TEL)  0743-87-9844 (連絡先)　奈良県生駒市壱分町182番地2-101　TEL  0743-87-9844
株式会社征和産業 ０２９０３１６７４２８ 〒　634-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 8日 奈良県橿原市葛󠄀本町
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 8月 7日 783番地の12
（代表取締役　原田　昭治） (TEL)  0744-25-6770 (連絡先)　奈良県橿原市葛本町783番地の12　TEL  0744-25-6770
株式会社せき ０２９０３１９１８５４ 〒　634-0111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 24日 奈良県高市郡明日香村大字岡
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 11月 23日 379番地1
（代表取締役　関　將之） (TEL)  0744-54-4585 (連絡先)　奈良県高市郡明日香村大字岡379番地1　TEL  0744-54-4585
株式会社ＺＥＲＯ ０２９０３２０９４８０ 〒　638-0062 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 12日 奈良県桜井市大字粟殿
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、尿 、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 11日 600番地の2
（代表取締役　西　一義） (TEL)  0744-43-8030 (連絡先)　奈良県桜井市大字粟殿600番地の2　TEL  0744-43-8030
株式会社造園社 ０２９０２２２７４７４ 〒　635-0816 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 13日 奈良県北葛城郡広陵町大字中
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 12日 40番地1
（代表取締役　𠮷川　幸治） (TEL)  0745-57-2839 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字中40番地1　TEL  0745-57-2839
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社創景社 ０２９０２１９３１７６ 〒　635-0085 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 7日 奈良県大和高田市片塩町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 6日 9番5号
（代表取締役　中島　常光） (TEL)  0745-24-3600 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市北花内114番5　TEL  0745-24-3600
株式会社創信 ０２９０４１９７７４４ 〒　639-1043 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 29日 奈良県大和郡山市西田中町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 28日 551番地17
（代表取締役　片岡　信考） (TEL)  0743-54-4661 (連絡先)　奈良県大和郡山市西田中町551番地17　TEL  0743-54-4661
株式会社創造工舎 ０２９０３１０９９９７ 〒　634-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 30日 奈良県橿原市今井町
プ (石綿含)、紙 、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 3月 29日 四丁目11番17号
（代表取締役　阪本　兼行） (TEL)  0744-29-2090 (連絡先)　奈良県橿原市今井町四丁目11番17号　TEL  0744-29-2090
有限会社宗大 ０２９０２１０３５０３ 〒　639-2126 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 28日 奈良県葛城市南花内
ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 27日 252番地の1
（代表取締役　俵本　知子） (TEL)  0745-69-7378 (連絡先)　奈良県葛城市南花内252番地の1　TEL  0745-69-7378
株式会社Ｓｏｋｋｅｎ ０２９０３２０５３８２ 〒　630-0001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 8日 奈良県桜井市三輪
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 2月 7日 1028
（代表取締役　田中　豊春） (TEL)  0744-42-0387 (連絡先)　奈良県桜井市三輪1028　TEL  0744-42-0387
有限会社空建設 ０２９０３１８８４５５ 〒　634-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 10日 奈良県橿原市城殿町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水ば除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 9日 264番地の9
（代表取締役　田仲　尚紀） (TEL)  0744-25-6830 (連絡先)　奈良県橿原市城殿町264番地の9　TEL  0744-25-6830
株式会社そらにみつ ０２９０４２２７１５５ 〒　630-0223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 13日 奈良県生駒市小瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 12日 334-1
（代表取締役　岩井　昌昭） (TEL)  0743-76-6350 (連絡先)　奈良県生駒市小瀬町334-1　TEL  0743-76-6350
大栄テックス株式会社 ０２９０６１８０５８８ 〒　637-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 1日 奈良県五條市田園
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 30日 三丁目28番地の8
（代表取締役　谷口　嘉啓） (TEL)  0747-32-8300 (連絡先)　奈良県五條市田園三丁目28番地の8　TEL  0747-32-8300
株式会社大紀 ０２９０５０３４３７８ 〒　638-0032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 5日 奈良県吉野郡下市町大字原谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 4日 4番地の1
（代表取締役　清水　益成） (TEL)  0747-52-0851 (連絡先)　奈良県吉野郡下市町原谷4-1　TEL  0747-52-0851
株式会社太元 ０２９０２２２４９８５ 〒　639-0252 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 6日 奈良県香芝市穴虫
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 1月 5日 2412番地1
（代表取締役　藤定　太輝） (TEL)  0745-51-4131 (連絡先)　奈良県香芝市穴虫2412番地1　TEL  0745-51-4131
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社ダイケン ０２９０４０６７４７３ 〒　630-0243 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 15日 奈良県生駒市俵口町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 2月 14日 1524番地の1
（代表取締役　早川　建次） (TEL)  0742-63-1718 (連絡先)　奈良県奈良市北之庄西町2丁目11-10　TEL  0742-63-1718
合同会社大建設 ０２９０４２１８６３７ 〒　630-0201 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 7日 奈良県生駒市小明町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 6日 727番地5
（代表社員　大村　圭太） (TEL)  0743-73-1038 (連絡先)　奈良県生駒市小明町727番地5　TEL  0743-73-1038
有限会社大光サービス ０２９０２０４０５９０ 〒　636-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 22日 奈良県北葛城郡河合町穴闇
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 21日 1142番地の1
（代表取締役　岡山　チヱ子） (TEL)  0745-57-0848 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町穴闇1142番地の1　TEL  0745-57-0848
株式会社大国 ０２９０２２２０６６２ 〒　635-0022 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 29日 奈良県大和高田市日之出町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水
ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 28日 16番22号102号室
（代表取締役　新堂　裕也） (TEL)  0745-23-2227 (連絡先)　奈良県大和高田市日之出町16番22号102号室　TEL  0745-23-2227
有限会社大志 ０２９０３１２３４５８ 〒　634-0835 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 8日 奈良県橿原市新堂町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 12月 7日 281番地の8
（代表取締役　吉田　勝弘） (TEL)  0744-29-8200 (連絡先)　奈良県橿原市新堂町281番地の8　TEL  0744-29-8200
大七建設株式会社 ０２９０５１７４３８６ 〒　638-0251 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 18日 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 17日 295番地の1
（代表取締役　辻内　章浩） (TEL)  0747-62-2048 (連絡先)　奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸295番地の1　TEL  0747-62-2048
株式会社大樹 ０２９０２０８５８４０ 〒　639-0214 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 3日 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 2日 3127番地の3
（代表取締役　米田　篤司） (TEL)  0745-77-1792 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3127番地の3　TEL  0745-77-1792
大勝建設株式会社 ０２９０４１４０２２４ 〒　632-0069 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 29日 奈良県天理市九条町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 28日 377番地の5
（代表取締役　中嶋　孝） (TEL)  0743-66-2569 (連絡先)　奈良県天理市九条町377番地の5　TEL  0743-66-2569
株式会社大匠建設 ０２９０３１８７７６２ 〒　634-0045 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 12日 奈良県橿原市石川町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 2月 11日 300番地の19
（代表取締役　山下　文聡） (TEL)  0744-28-6055 (連絡先)　奈良県橿原市石川町300番地の19　TEL  0744-28-6055
有限会社大進工業 ０２９０５２２８４７３ 〒　639-3802 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 17日 奈良県吉野郡下北山村浦向
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 16日 311番地
（代表取締役　田中　尋仁） (TEL)  07468-6-0134 (連絡先)　奈良県吉野郡下北山村浦向311番地　TEL  07468-6-0134
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社大成興産 ０２９０５１７６５９８ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 21日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 4月 20日 1232番地の3
（代表取締役　辰巳　錦一） (TEL)  0747-52-9868 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1232番地の3　TEL  0747-52-9868
大東建設株式会社 ０２９０３１９０１４１ 〒　634-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 26日 奈良県橿原市石原田町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 25日 297番地の12
（代表取締役　山下　善一） (TEL)  0744-29-1648 (連絡先)　奈良県橿原市石原田町297番地の12　TEL  0744-29-1648
大平建設株式会社 ０２９０４１８６２１５ 〒　630-0213 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 5日 奈良県生駒市東生駒
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 1月 4日 一丁目61の2
（代表取締役　池谷　隆秀） (TEL)  0743-75-1313 (連絡先)　奈良県生駒市東生駒一丁目61の2　TEL  0743-75-1313
大豊興産有限会社 ０２９０２１０４７７６ 〒　639-2247 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 3日 奈良県御所市大字玉手
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 2日 385番地の2
（代表取締役　西山　八郎） (TEL)  0745-63-3737 (連絡先)　奈良県御所市大字玉手385番地の2　TEL  0745-63-3737
有限会社當麻環境 ０２９０２０９７７３６ 〒　639-2164 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 29日 奈良県葛󠄀城市長尾
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 28日 96番地
（代表取締役　吉村　玖瑠実） (TEL)  0745-48-0001 (連絡先)　奈良県葛城市長尾96番地　TEL  0745-48-0001
大松環境運輸株式会社 ０２９０３１５５３８０ 〒　633-0078 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 3日 奈良県桜井市大字豊前
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 2月 2日 102番地の1
（代表取締役　松本　晴彦） (TEL)  0744-46-5583 (連絡先)　奈良県桜井市大字豊前102番地の1　TEL  0744-46-5583
有限会社大勇興業 ０２９０２１０６３４７ 〒　639-0236 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 30日 奈良県香芝市磯壁
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 29日 四丁目176番地の8
（代表取締役　古田　昌彦） (TEL)  0745-76-5446 (連絡先)　奈良県香芝市磯壁四丁目176番地の8　TEL  0745-76-5446
太陽企業株式会社 ０２９０５０１１６８４ 〒　639-3128 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

※優良認定 平成29年 8月 10日 奈良県吉野郡大淀町大字比曾
燃 、汚 、油 、酸 、ア 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
工 (石綿含)

令和6年 8月 9日 1606番地
（代表取締役　川崎　勝也） (TEL)  0746-32-5833 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字比曾1606番地　TEL  0746-32-5833
株式会社太陽テクノサービス ０２９０４０７８０６３ 〒　630-0223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 19日 奈良県生駒市小瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 18日 115番地の3
（代表取締役　下淵　徹也） (TEL)  0743-76-3500 (連絡先)　奈良県生駒市小瀬町115番地の3　TEL  0743-76-3500
株式会社大和建設 ０２９０５１７２６１８ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 20日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 6月 19日 2214番地の18
（代表取締役　清水　巌一） (TEL)  0747-52-9012 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2214番地の18　TEL  0747-52-9012
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社大和工業 ０２９０３１１８８４０ 〒　636-0213 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 6日 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 6月 5日 791番地の3
（取締役　山田　惠清） (TEL)  0745-44-0500 (連絡先)　奈良県磯城郡三宅町大字伴堂791番地の3　TEL  0745-44-0500
大和不動建設株式会社 ０２９０６２０３６９５ 〒　637-0035 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 15日 奈良県五條市霊安寺町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 14日 2175番地の4
（代表取締役　堀田　武男） (TEL)  0747-23-1345 (連絡先)　奈良県五條市霊安寺町2175番地の4　TEL  0747-23-1345
株式会社髙石興業 ０２９０３２１４０６６ 〒　636-0245 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 6日 奈良県磯城郡田原本町大字味間
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 5日 898番地
（代表取締役　髙石　広樹） (TEL)  0744-33-0877 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字味間898番地　TEL  0744-33-0877
株式会社髙井設備 ０２９０２２１９９０８ 〒　635-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 10日 奈良県大和高田市大字土庫
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 9日 236番地1
（代表取締役　髙井　ひとみ） (TEL)  0745-22-0849 (連絡先)　奈良県大和高田市大字土庫236番地1　TEL  0745-22-0849
有限会社高岡電気 ０２９０３１５８５８４ 〒　633-2103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 4日 奈良県宇陀市大宇陀野依
プ (石綿除)、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 2月 3日 782番地
（代表取締役　高岡　政治） (TEL)  0745-83-3505 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀野依782番地　TEL  0745-83-3505
高垣　喜輝 ０２９０２１７５０１９ 〒　639-0235 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(タカガキ電気) 平成30年 11月 28日 奈良県香芝市良福寺
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和5年 11月 27日 724番地3
(TEL)  0745-76-5480 (連絡先)　奈良県香芝市良福寺724番地3　TEL  0745-76-5480

髙木建設株式会社 ０２９０４１１８４２３ 〒　630-0262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 9日 奈良県生駒市緑ヶ丘
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 8日 1421番地
（代表取締役　　髙木　雅博） (TEL)  0743-74-0720 (連絡先)　奈良県生駒市緑ヶ丘1421番地　TEL  0743-74-0720
株式会社タカギ工業 ０２９０３２０３５８４ 〒　634-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 31日 奈良県橿原市葛本町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 30日 354番地の2
（代表取締役　高木　一馬） (TEL)  0744-47-3527 (連絡先)　奈良県橿原市葛本町354番地の2　TEL  0744-47-3527
株式会社髙岸 ０２９０３１７１４４７ 〒　633-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 4日 奈良県桜井市大字初瀬
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 4月 3日 2437番地
（代表取締役　髙岸　典雄） (TEL)  0744-47-7722 (連絡先)　奈良県桜井市大字初瀬2437番地　TEL  0744-47-7722
株式会社タカギテクノ ０２９０４１５８００９ 〒　630-0262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 5日 奈良県生駒市緑ヶ丘
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 4日 1421番地
（代表取締役　大石　好江） (TEL)  0743-74-0720 (連絡先)　奈良県生駒市緑ヶ丘1421番地　TEL  0743-74-0720
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
髙島　勲 ０２９０４１９６４７７ 〒　636-0916 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(髙島工務店) 令和4年 9月 4日 奈良県生駒郡平群町大字若井
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 9月 3日 306番地の3
(TEL)  0745-45-1040 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町大字若井306番地の3　TEL  0745-45-1040

高田重機建設株式会社 ０２９０４０２９２３５ 〒　639-1124 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 20日 奈良県大和郡山市馬司町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 類
(石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 3月 19日 326番地
（代表取締役　原田　泰孝） (TEL)  0743-59-1311 (連絡先)　奈良県大和郡山市馬司町326番地　TEL  0743-59-1311
髙橋　純史 ０２９０４２１７３９０ 〒　639-1037 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(由博興業) 令和2年 9月 17日 奈良県大和郡山市額田部北町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 9月 16日 613番地2
(TEL)  0743-84-8383 (連絡先)　奈良県大和郡山市額田部北町613番地2　TEL  0743-84-8383

髙橋　信子 ０２９０２１３８５１０ 〒　639-0226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(クリーン環境) 令和4年 11月 26日 奈良県香芝市五位堂
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 11月 25日 六丁目226番地2
(TEL)  0745-77-1067 (連絡先)　奈良県香芝市五位堂六丁目226番地2　TEL  0745-77-1067

高橋金属株式会社 ０２９０５２３０３６４ 〒　638-0803 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 7日 奈良県吉野郡大淀町大字越部
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 6日 959番地
（代表取締役　髙橋　愛子） (TEL)  0747-58-8757 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市新庄町大字忍海字砂田178番地　TEL  0747-58-8757
髙山　広紀 ０２９０５１８０５８７ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(高山水道工業所) 令和1年 12月 1日 奈良県吉野郡大淀町大字土田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 30日 507番地の994
(TEL)  0747-52-3935 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町下渕693-11　TEL  0747-52-3935

株式会社たかゆう建設 ０２９０２２０１１４１ 〒　639-0266 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 17日 奈良県香芝市旭ケ丘
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 16日 五丁目32番地10
（代表取締役　森　寛規） (TEL)  0745-78-7760 (連絡先)　奈良県香芝市旭ケ丘五丁目32番地10　TEL  0745-78-7760
株式会社滝井電気 ０２９０２２１９１３６ 〒　639-0218 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 21日
奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台
二丁目

プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 20日 9番14号
（代表取締役　滝井　隆二） (TEL)  0745-79-0069 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台二丁目9番14号　TEL  0745-79-0069
株式会社瀧川寺社建築 ０２９０３１９９１３８ 〒　633-0005 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 25日 奈良県桜井市大字忍阪
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 24日 1278番地
（代表取締役　瀧川　悟） (TEL)  0744-43-1383 (連絡先)　奈良県桜井市大字忍阪1278番地　TEL  0744-43-1383
田口開発株式会社 ０２９０２１９９００５ 〒　635-0013 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 9日 奈良県大和高田市昭和町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 8日
8番10-412号朝日プラザウエスト
ウイング

（代表取締役　田口　清一） (TEL)  0745-51-7688
(連絡先)　奈良県大和高田市昭和町8番10-412号朝日プラザウエストウイング　TEL  0745-
51-7688
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社匠社寺瓦工業 ０２９０４１６７９４２ 〒　632-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 4日 奈良県天理市富堂町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 3日 132番地の25
（代表取締役　横山　勝則） (TEL)  0743-62-1598 (連絡先)　奈良県天理市富堂町132番地の25　TEL  0743-62-1598
株式会社タケガミ電気水道 ０２９０３２０２２５８ 〒　634-0143 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 9日 奈良県橿原市久米町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 8月 8日 552番地の2
（代表取締役　竹上　正記） (TEL)  0744-28-1011 (連絡先)　奈良県橿原市久米町552番地の2　TEL  0744-28-1011
株式会社竹澤工業 ０２９０２２０９０５６ 〒　635-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 7日 奈良県北葛城郡広陵町大字笠
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 6日 177番地3
（代表取締役　竹澤　秀朗） (TEL)  0745-54-0050 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字笠177番地3　TEL  0745-54-0050
竹嶋　大樹 ０２９０２１７９５７３ 〒　633-0027 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(タケカイ) 令和1年 10月 23日 奈良県香芝市鎌田
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 22日 620番地
(TEL)  0745-43-5929 (連絡先)　奈良県香芝市鎌田620番地　TEL  0745-43-5929

株式会社竹島組 ０２９０３０４１２５４ 〒　636-0341 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 15日 奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 7月 14日 314番地の2
（代表取締役　竹島　常裕） (TEL)  0744-32-4794 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字藥王寺314番地の2　TEL  0744-32-4794
竹島暖冷工業株式会社 ０２９０２２２３７３２ 〒　635-0022 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 30日 奈良県大和高田市大字高田
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 29日 1421番1
（代表取締役　竹島　章喜） (TEL)  0745-23-0848 (連絡先)　奈良県大和高田市大字高田1421番1　TEL  0745-23-0848
竹田　順彦 ０２９０４０９９５４８ 〒　639-1031 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(竹田軌道) 令和4年 10月 18日 奈良県大和郡山市今国府町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 17日 704番地2
(TEL)  0743-57-0124 (連絡先)　奈良県大和郡山市今国府町704番地2　TEL  0743-57-0124

竹田建設有限会社 ０２９０３０８４４９１ 〒　636-0342 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 22日 奈良県磯城郡田原本町大字三笠
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 21日 55番地
（代表取締役　竹田　昌功） (TEL)  0744-33-3210 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字三笠55番地　TEL  0744-33-3210
有限会社竹長商事 ０２９０２２０１３５７ 〒　635-0013 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 1日 奈良県大和高田市昭和町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 31日 8番10-201号
（代表取締役　竹長　至暁） (TEL)  0745-53-1209 (連絡先)　奈良県大和高田市昭和町8番10-201号　TEL  0745-53-1209
竹本　大晃 ０２９０４２１３６０３ 〒　632-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(竹本ガス設備) 令和2年 1月 20日 奈良県天理市永原町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 1月 19日 73番地8
(TEL)  0743-20-4003 (連絡先)　奈良県天理市永原町73番地8　TEL  0743-20-4003
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
竹本　弘和 ０２９０４２１３１９９ 〒　632-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 1月 14日 奈良県天理市中山町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 1月 13日 362番地
(TEL)  0743-66-1473 (連絡先)　奈良県天理市中山町362番地　TEL  0743-66-1473

たけや興業株式会社 ０２９０６１８５４３４ 〒　637-0036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 20日 奈良県五條市野原西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 10月 19日 一丁目3番30号
（代表取締役　藤原　滿子） (TEL)  0747-23-0584 (連絡先)　奈良県五條市野原西一丁目3番30号　TEL  0747-23-0584
有限会社タチバナ工務店 ０２９０２１６４７９８ 〒　635-0825 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 24日 奈良県北葛城郡広陵町大字安部
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 23日 325番地の1
（代表取締役　森井　章仁） (TEL)  0745-54-1180 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字安部325番地の1　TEL  0745-54-1180
有限会社達伸 ０２９０５２１６６６８ 〒　639-3442 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 15日 奈良県吉野郡吉野町大字喜佐谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 14日 294番地の1
（代表取締役　山口　史明） (TEL)  0746-32-3223 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字喜佐谷294番地の1　TEL  0746-32-3223
有限会社龍田 ０２９０４０７９７９７ 〒　639-1108 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 14日 奈良県大和郡山市稗田町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 13日 426番地7
（取締役　龍田　土四男） (TEL)  0743-59-3330 (連絡先)　奈良県大和郡山市稗田町426番地7　TEL  0743-59-3330
辰己　新吾 ０２９０４２１５８１４ 〒　639-1011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 19日 奈良県大和郡山市城内町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 18日 2番7号
(TEL)  0743-52-2974 (連絡先)　奈良県大和郡山市城内町2番7号　TEL  0743-52-2974

有限会社辰巳運輸 ０２９０６１４０６９７ 〒　637-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 18日 奈良県五條市今井
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 17日 二丁目2番8号
（代表取締役　辰巳　謙二） (TEL)  0747-23-0888 (連絡先)　奈良県五條市今井2丁目2番8号　TEL  0747-23-0888
株式会社辰巳衛生社 ０２９０３１８４３４９ 〒　633-0066 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県桜井市大字西之宮
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 8月 9日 7番地の6
（代表取締役　辰巳　誠） (TEL)  0744-43-1032 (連絡先)　奈良県桜井市大字西之宮7番地の6　TEL  0744-43-1032
株式会社辰巳組 ０２９０５１４７６７１ 〒　639-3437 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 2日 奈良県吉野郡吉野町大字南大野
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 1日 387番地1
（代表取締役　辰巳　伊佐子） (TEL)  0746-36-6018 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字南大野387番地1　TEL  0746-36-6018
株式会社タツミ建設 ０２９０６１７９８３２ 〒　637-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 9日 奈良県五條市今井
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 8日 四丁目2番29号
（代表取締役　辰己　彰久） (TEL)  0747-22-0010 (連絡先)　奈良県五條市今井四丁目2番29号　TEL  0747-22-0010
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社巽板金 ０２９０２１７４６１３ 〒　639-2112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 18日 奈良県葛城市笛堂
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 17日 591番地
（代表取締役　河村　健男） (TEL)  0745-69-5035 (連絡先)　奈良県葛城市笛堂591番地　TEL  0745-69-5035
建林　昇 ０２９０４２１９９１０ 〒　632-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(のぼる塗装) 令和3年 2月 16日 奈良県天理市東井戸堂町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 15日 424番地10
(TEL)  0743-63-5798 (連絡先)　奈良県天理市東井戸堂町424番地10　TEL  0743-63-5798

立丸　久登 ０２９０２２２１２６５ 〒　635-0056 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大和企画) 令和3年 4月 26日 奈良県大和高田市甘田町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 4月 25日 5番13号
(TEL)  0745-44-8689 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字大安寺297-1　TEL  0745-44-8689

立道　清二三 ０２９０３１８０５８６ 〒　633-3226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(立道工業) 令和1年 11月 27日 奈良県宇陀市菟田野古市場
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 11月 26日 49番地
(TEL)  0745-84-9777 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原萩原2271番地　TEL  0745-84-9777

田中　安紀子 ０２９０２１４５６７５ 〒　639-2306 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(御所油脂) 平成30年 11月 12日 奈良県御所市大字三室
油 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 11日 666番地の8
(TEL)  0745-62-8888 (連絡先)　奈良県御所市大字三室666番地の8　TEL  0745-62-8888

田中　敦朗 ０２９０２１８１８５３ 〒　639-0203 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(田中建築工房) 令和2年 2月 10日 奈良県北葛城郡上牧町友が丘
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 9日 1丁目16番39号
(TEL)  0745-31-1163 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町友が丘1丁目16番39号　TEL  0745-31-1163

田中　邦尚 ０２９０５１９７７０６ 〒　638-0811 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(タナカ建設興業) 令和4年 11月 7日 奈良県吉野郡大淀町大字土田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 6日 458番地の27
(TEL)  0747-52-3745 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字佐名伝1154番地の7　TEL  0747-52-3745

株式会社田中衛生 ０２９０２１４８４５４ 〒　639-2136 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 7日 奈良県葛󠄀城市平岡
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 5月 6日 23番地1

（代表取締役　田中　寿樹） (TEL)  0745-69-9155
(連絡先)　奈良県葛󠄀城市平岡23番地1、大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目5番31号三星中央
ビル506号　TEL  0745-69-9155

田中瓦工業有限会社 ０２９０３１８２７２０ 〒　634-0844 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 3日 奈良県橿原市土橋町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 2日 329番地の1
（取締役　田中　浩司） (TEL)  0744-35-7066 (連絡先)　奈良県橿原市土橋町329番地の1　TEL  0744-35-7066
株式会社田中建設 ０２９０４１５１５７４ 〒　639-1058 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 19日 奈良県大和郡山市矢田町
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 18日 2707番地
（代表取締役　田中　良治） (TEL)  0743-52-4555 (連絡先)　奈良県大和郡山市矢田町2707番地　TEL  0743-52-4555
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社タナカ産業 ０２９０２２０５８９６ 〒　639-2256 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 14日 奈良県御所市栗阪
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 3月 13日 400番地
（代表取締役　田中　循基） (TEL)  0745-44-3787 (連絡先)　奈良県御所市栗阪400番地　TEL  0745-44-3787
株式会社田中設備 ０２９０３１６３９３５ 〒　634-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 20日 奈良県橿原市今井町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、木 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 19日 二丁目4番23号
（代表取締役　田中　俊光） (TEL)  0744-24-5736 (連絡先)　奈良県橿原市今井町二丁目4番23号　TEL  0744-24-5736
田中　正明 ０２９０３０６３２０６ 〒　635-0121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(田中建材) 令和1年 7月 26日 奈良県高市郡高取町大字丹生谷
ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 25日 39番地
(TEL)  0745-67-0079 (連絡先)　奈良県高市郡高取町丹生谷39番地　TEL  0745-67-0079

谷口　浩規 ０２９０２２０２６４９ 〒　631-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 11日 奈良県北葛城郡上牧町下牧
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 10日 1丁目1番50号
(TEL)  0743-20-2221 (連絡先)　奈良県大和郡山市矢田町826　TEL  0743-20-2221

株式会社谷口水道工業所 ０２９０４１６８５７１ 〒　630-0223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 9日 奈良県生駒市小瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 8日 307番地1
（代表取締役　有川　勝己） (TEL)  0743-77-9200 (連絡先)　奈良県生駒市小瀬町307番地1　TEL  0743-77-9200
谷建設株式会社 ０２９０５１３０９６７ 〒　638-0841 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 4日 奈良県吉野郡大淀町大字今木
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 3日 31番地
（代表取締役　谷　敬文） (TEL)  0745-67-1777 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字今木31番地　TEL  0745-67-1777
タニハナ物流株式会社 ０２９０４１５７９３４ 〒　632-0086 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 26日 奈良県天理市庵治町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 25日 736番地
（代表取締役　谷口　美雄） (TEL)  0743-64-1011 (連絡先)　奈良県天理市庵治町736番地　TEL  0743-64-1011
谷山　譲 ０２９０２１５５５７４ 〒　636-0015 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(谷山商事) 令和2年 7月 13日 奈良県北葛城郡王寺町南元町
汚 (水ば除)、木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 12日 3丁目5番1号
(TEL)  0745-31-4400 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町南元町3丁目5番1号　TEL  0745-31-4400

株式会社田野上組 ０２９０６０５６９３８ 〒　637-1215 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 2日 奈良県吉野郡十津川村大字池穴
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 1日 154番地
（代表取締役　田野上　辰也） (TEL)  0746-67-0007 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字池穴154番地　TEL  0746-67-0007
田畑建設株式会社 ０２９０３１７３６０６ 〒　633-0133 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 2日 奈良県桜井市大字笠
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 1日 235番地
（代表取締役　田畑　勝） (TEL)  0744-48-8376 (連絡先)　奈良県桜井市大字笠235番地　TEL  0744-48-8376
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社田原建設 ０２９０６１９１７７４ 〒　637-0071 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 8日 奈良県五條市二見
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 11月 7日 一丁目1番4号
（代表取締役　弓場　雅之） (TEL)  0747-22-3591 (連絡先)　奈良県五條市二見一丁目1番4号　TEL  0747-22-3591
株式会社玉置設備工業所 ０２９０３１７８８７２ 〒　633-0001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 12日 奈良県桜井市大字三輪
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 11日 680番地
（代表取締役　玉置　正雄） (TEL)  0744-42-6938 (連絡先)　奈良県桜井市大字三輪680番地　TEL  0744-42-6938
株式会社玉置建設 ０２９０６２２７１５６ 〒　637-0035 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 8日 奈良県五條市霊安寺町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 7日 1371番地の4
（代表取締役　玉置　成二） (TEL)  0747-24-2269 (連絡先)　奈良県五條市霊安寺町1371番地の4　TEL  0747-24-2269
株式会社タミヤ ０２９０３０８０４０１ 〒　634-0009 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 15日 奈良県橿原市中町
プ (石綿除)、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 14日 216番地の5
（代表取締役　田宮　尚典） (TEL)  0744-22-2876 (連絡先)　奈良県橿原市中町216番地の5　TEL  0744-22-2876
爲本　啓介 ０２９０３２２９７６７ 〒　636-0214 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 7日 奈良県磯城郡三宅町大字但馬
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 6日 497番地の10
(TEL)  080-2468-0206 (連絡先)　奈良県磯城郡三宅町但馬528-1　TEL  080-2468-0206

田原本町上下水道協同組合 ０２９０３１４２５０４ 〒　636-0304 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 16日 奈良県磯城郡田原本町大字十六面
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 5月 15日 311番地の3
（代表理事　吉川　孝義） (TEL)  0744-32-0913 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字十六面311番地の3　TEL  0744-32-0913
株式会社千葉工業 ０２９０２１３３５８４ 〒　639-0252 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 9日 奈良県香芝市穴虫
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 8日 3254番地の5
（代表取締役　千葉　好倫） (TEL)  0745-71-3755 (連絡先)　奈良県香芝市穴虫3254番地の5　TEL  0745-71-3755
株式会社中部トータルサービス ０２９０３１６８７１３ 〒　636-0341 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 29日 奈良県磯城郡田原本町藥王寺
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 28日 115番地1
（代表取締役　大橋　章子） (TEL)  0744-34-1228 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町薬王寺115番地1　TEL  0744-34-1228
株式会社中和 ０２９０２０１８６９９ 〒　639-2152 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 24日 奈良県葛󠄀城市大畑
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿
含) 

令和6年 5月 23日 20番地1
（代表取締役　寺田　里美） (TEL)  0745-48-7705 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市大畑20番地1　TEL  0745-48-7705
株式会社中和産業開発 ０２９０３２０２６５０ 〒　633-0017 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 26日 奈良県桜井市慈恩寺
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 25日 898番地
（代表取締役　辻本　正典） (TEL)  0744-47-4145 (連絡先)　奈良県桜井市慈恩寺898番地　TEL  0744-47-4145
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社中央エコロジーサービス ０２９０５１２２４９２ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 24日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、
ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 10月 23日 2578番地の1
（代表取締役　米田　吉枝） (TEL)  0747-52-0741 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2578番地の1　TEL  0747-52-0741
株式会社ツイテル ０２９０３１５８２０９ 〒　634-0842 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 3日 奈良県橿原市豊田町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 3月 2日 110番3
（代表取締役　谷　茂次郎） (TEL)  0744-29-8686 (連絡先)　奈良県橿原市豊田町110番3　TEL  0744-29-8686
有限会社ツカサ ０２９０４１６８２０５ 〒　639-1101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 15日 奈良県大和郡山市下三橋町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 10月 14日 475番地の1
（代表取締役　森村　英司） (TEL)  0743-54-8830 (連絡先)　奈良県大和郡山市下三橋町475番地の1　TEL  0743-54-8830
塚本建設株式会社 ０２９０３１７８８９８ 〒　634-0835 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 14日 奈良県橿原市東坊城町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 13日 123番地の14
（代表取締役　塚本　佳成） (TEL)  0744-27-2567 (連絡先)　奈良県橿原市東坊城町123番地の14　TEL  0744-27-2567
株式会社辻󠄀設備 ０２９０４２２８１６８ 〒　632-0093 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 6日 奈良県天理市指柳町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 5日 157番地
（代表取締役　辻󠄀　光平） (TEL)  0743-62-4018 (連絡先)　奈良県天理市指柳町157番地　TEL  0743-62-4018
辻本　哲章 ０２９０２２００８１７ 〒　636-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(辻本工業) 平成30年 5月 1日 奈良県北葛城郡河合町大字山坊
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 30日 841番地1
(TEL)  0745-60-7770 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町山坊841-1　TEL  0745-60-7770

辻本　昌弘 ０２９０４１７６７０８ 〒　632-0082 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 28日 奈良県天理市荒蒔町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和6年 3月 27日 138番地4　メゾンブランカ502
(TEL)  0743-64-0622 (連絡先)　奈良県天理市荒蒔町138番地4　メゾンブランカ502　TEL  0743-64-0622

株式会社堤野組 ０２９０３１６８３２２ 〒　633-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 20日 奈良県桜井市大字芝
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 19日 989番地の1
（代表取締役　堤野　昌彦） (TEL)  0744-43-1132 (連絡先)　奈良県桜井市大字芝989番地の1　TEL  0744-43-1132
株式会社ツボイ ０２９０２２１７５１２ 〒　639-0264 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 9日 奈良県香芝市今泉
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 8日 21番地5
（代表取締役　壷井　邦人） (TEL)  0745-76-0419 (連絡先)　奈良県香芝市今泉21番地5　TEL  0745-76-0419
坪本運送株式会社 ０２９０３００９０５５ 〒　633-0218 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 23日 奈良県宇陀市榛原桧牧
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 22日 135番地の1
（代表取締役　坪本　考代） (TEL)  0745-82-5003 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原檜牧135番地の1　TEL  0745-82-5003
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社鶴田建設 ０２９０３１９７７０８ 〒　634-0064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 17日 奈良県橿原市見瀬町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 16日 678番地の1
（代表取締役　西靏　重幸） (TEL)  0744-28-1005 (連絡先)　奈良県橿原市見瀬町678番地の1　TEL  0744-28-1005
株式会社鶴田商店 ０２９０３０９９５４４ 〒　634-0801 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 23日 奈良県橿原市西新堂町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 10月 22日 20番1
（代表取締役　鶴田　隆昭） (TEL)  0744-22-2673 (連絡先)　奈良県橿原市西新堂町20番地1、磯城郡田原本町味間317-1　TEL  0744-22-2673
株式会社鶴通信 ０２９０２１９９６２７ 〒　639-2161 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 9日 奈良県葛󠄀城市木戸
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 8日 71番地8
（代表取締役　中靏　一浩） (TEL)  0745-48-5322 (連絡先)　奈良県葛城市木戸71番地8　TEL  0745-48-5322
ＴＮＫ株式会社 ０２９０６２１９６５３ 〒　637-0093 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 12日 奈良県五條市田園四丁目
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水
ば除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 11日 36番地の11
（代表取締役　谷　可奈） (TEL)  0747-25-5235 (連絡先)　奈良県五條市住川町6271-1　TEL  0747-25-5235
株式会社Ｔ．Ｋ工業 ０２９０４２３２０１７ 〒　636-0932 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 18日 奈良県生駒郡平群町吉新
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和10年 1月 17日 一丁目6番14号
（代表取締役　岸本　猛宏） (TEL)  0745-45-2435 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町吉新一丁目6番14号　TEL  0745-45-2435
株式会社ＴＫ ０２９０３２０３３９５ 〒　634-0041 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 17日 奈良県橿原市和田町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 16日 20番17-1号
（代表取締役　川北　啓志） (TEL)  0744-28-2170 (連絡先)　奈良県橿原市和田町20番17-1号　TEL  0744-28-2170
株式会社Ｔ－ｔｅｃ ０２９０４１６９４７８ 〒　630-0131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 18日 奈良県生駒市上町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 12月 17日 4368番地1
（代表取締役　竹内　信裕） (TEL)  0743-79-1290 (連絡先)　奈良県生駒市上町4368番地1　TEL  0743-79-1290
株式会社ＴＡＫＥ技建 ０２９０３１９０９８６ 〒　636-0221 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 7日 奈良県磯城郡田原本町八田
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 6日 281番1号
（代表取締役　竹島　章訓） (TEL)  0744-34-6580 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町八田281番1号　TEL  0744-34-6580
株式会社テック奈良 ０２９０６１３４８８９ 〒　637-0071 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 9日 奈良県五條市二見
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 8日 五丁目7番11-103号
（代表取締役　井ノ上　祐一） (TEL)  0747-26-2626 (連絡先)　奈良県五條市二見五丁目7番11-103号　TEL  0747-26-2626
株式会社テラグチ ０２９０２１５７３１３ 〒　635-0046 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 22日 奈良県大和高田市西三倉堂
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 21日 二丁目7番17号
（代表取締役　寺口　敦司） (TEL)  0745-23-1171 (連絡先)　奈良県大和高田市西三倉堂二丁目7番17号　TEL  0745-23-1171
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
寺南　良彦 ０２９０４１５４４３２ 〒　639-1061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(南設備) 令和2年 4月 28日 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 27日 358番地
(TEL)  0743-59-3206 (連絡先)　奈良県生駒郡安堵町大字東安堵358番地　TEL  0743-59-3206

寺本　佳央 ０２９０３１８０５８３ 〒　634-0073 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 18日 奈良県橿原市縄手町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 11月 17日 283番地の3
(TEL)  0744-29-3248 (連絡先)　奈良県橿原市縄手町283番地の3　TEL  0744-29-3248

株式会社天祥 ０２９０４２２３９７２ 〒　632-0086 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 19日 奈良県天理市庵治町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 18日 580番地
（代表取締役　大北　祥子） (TEL)  0743-64-1014 (連絡先)　奈良県天理市庵治町580番地　TEL  0743-64-1014
株式会社天誠興業 ０２９０５２０１３３３ 〒　638-0553 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 1日 奈良県吉野郡天川村大字山西
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 31日 448番地
（代表取締役　仲田　好喜） (TEL)  0747-65-0129 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字下市1112番地2　TEL  0747-65-0129
天馬運輸株式会社 ０２９０３１３０３１１ 〒　633-2114 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 13日 奈良県宇陀市大宇陀春日
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 9月 12日 514番地
（代表取締役　奥田　佳孝） (TEL)  0745-83-0724 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀春日514番地　TEL  0745-83-0724
有限会社天理清掃社 ０２９０４１５４０６０ 〒　632-0084 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 30日 奈良県天理市嘉幡町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 29日 227番地の1
（代表取締役　松本　育子） (TEL)  0743-64-3308 (連絡先)　奈良県天理市嘉幡町227番地の1　TEL  0743-64-3308
天理トランスポート株式会社 ０２９０４１９６８０８ 〒　632-0056 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 25日 奈良県天理市岸田町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 24日 1325番地1
（代表取締役　瀧井　みよ子） (TEL)  0743-66-3180 (連絡先)　奈良県天理市岸田町1325番地1　TEL  0743-66-3180
株式会社堂浦土木 ０２９０３２１２２４２ 〒　636-0302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 6日 奈良県磯城郡田原本町大字宮古
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 11月 5日 345番地
（代表取締役　堂浦　隆敬） (TEL)  0744-32-6559 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字宮古345番地　TEL  0744-32-6559
株式会社藤久 ０２９０２２０９５３４ 〒　639-2161 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 12日 奈良県葛城市木戸
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 11日 87番地5
（代表取締役　久米　弘信） (TEL)  0745-48-3910 (連絡先)　奈良県葛城市木戸87番地5　TEL  0745-48-3910
東商メタル株式会社 ０２９０４１３５７９７ 〒　639-1101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 22日 奈良県大和郡山市下三橋町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 5月 21日 254番地1
（代表取締役　東田　義則） (TEL)  0743-55-3175 (連絡先)　奈良県大和郡山市下三橋町254番地1　TEL  0743-55-3175
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社堂本組 ０２９０２０６３９６１ 〒　635-0017 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 31日 奈良県大和高田市東雲町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 30日 15番25号
（代表取締役　堂ノ本　美雪） (TEL)  0745-23-5555 (連絡先)　奈良県大和高田市東雲町15番25号　TEL  0745-23-5555
東友株式会社 ０２９０３２３０１６１ 〒　634-0835 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 22日 奈良県橿原市東坊城町
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 9月 21日 932番地の3
（代表取締役　東　友也） (TEL)  0744-46-9347 (連絡先)　奈良県橿原市東坊城町932番地の3　TEL  0744-46-9347
有限会社東洋 ０２９０２１２４８９９ 〒　639-2312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 9日 奈良県御所市大字櫛羅
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 1月 8日 1682番地の3
（代表取締役　杉田　憲治） (TEL)  0745-62-0002 (連絡先)　奈良県御所市大字櫛羅1682番地の3　TEL  0745-62-0002
有限会社東和技研工業 ０２９０３２１０６８１ 〒　633-0208 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 9日 奈良県宇陀市榛原額井
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 8日 1066番地の4
（代表取締役　牛本　賢良） (TEL)  0745-82-4127 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原額井1066番地の4　TEL  0745-82-4127
有限会社トータル・リサーク ０２９０５１１２５１４ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 5日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 4日 1161番地の1
（代表取締役　前田　善次） (TEL)  0747-52-9537 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1161番地の1　TEL  0747-52-9537
東川建設株式会社 ０２９０４１５７１６０ 〒　639-1042 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 26日 奈良県大和郡山市小泉町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 25日 2241番地
（代表取締役　東川　秀夫） (TEL)  0743-58-2555 (連絡先)　奈良県大和郡山市小泉町2241番地　TEL  0743-58-2555
德永　龍美 ０２９０２１１３２６１ 〒　639-2256 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

徳龍建設 令和1年 8月 30日 奈良県御所市大字栗阪
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 29日 723番地の3
(TEL)  0745-66-1284 (連絡先)　奈良県御所市栗阪723番地の3　TEL  0745-66-1284

徳永銘木合同会社 ０２９０３２１９９０９ 〒　633-2226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 12日 奈良県宇陀市菟田野古市場
木  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 11日 155番地
（代表社員　德永　康利） (TEL)  0745-84-2157 (連絡先)　奈良県宇陀市菟田野古市場155番地　TEL  0745-84-2157
徳本砕石工業株式会社 ０２９０５０２６４２６ 〒　638-0801 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 23日 奈良県吉野郡大淀町大字芦原
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 22日 531番地の6
（代表取締役　徳本　達夫） (TEL)  0747-52-0775 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字芦原531番地の6　TEL  0747-52-0775
株式会社栃窪建材技研 ０２９０３１１４５５７ 〒　633-2136 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 1日 奈良県宇陀市大宇陀大熊
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 10月 31日 564番地
（代表取締役　栃窪　照雅） (TEL)  0745-83-2018 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀大熊564番地　TEL  0745-83-2018

( 55 )



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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
トミイ工業株式会社 ０２９０４０９９５４７ 〒　636-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 18日 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 17日 一丁目1番9号
（代表取締役　冨井　啓詞） (TEL)  0745-74-2456 (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
株式会社冨田組 ０２９０５１７４４０１ 〒　633-2431 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 17日 奈良県吉野郡東吉野村大字小
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 16日 370番地
（代表取締役　冨田　守孝） (TEL)  0746-42-0170 (連絡先)　奈良県吉野郡東吉野村大字小370番地　TEL  0746-42-0170
有限会社冨田造園 ０２９０４１７６５４２ 〒　630-2225 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 28日 奈良県山辺郡山添村大字伏拝
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 27日 846番地
（代表取締役　冨田　稔） (TEL)  0743-87-0678 (連絡先)　奈良県山辺郡山添村大字伏拝846　TEL  0743-87-0678
株式会社トミナガ ０２９０４１６１９６３ 〒　639-1052 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 20日 奈良県大和郡山市外川町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 19日 71番地1
（代表取締役　冨永　武資） (TEL)  0743-53-3529 (連絡先)　奈良県大和郡山市外川町71番地1　TEL  0743-53-3529
中　吉照 ０２９０４１５６５７９ 〒　636-0802 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(中照建設) 令和2年 9月 16日 奈良県生駒郡三郷町三室
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 15日 2丁目1番16号
(TEL)  0745-32-3500 (連絡先)　奈良県生駒郡三郷町三室2丁目1番16号　TEL  0745-32-3500

有限会社中植建材 ０２９０５１９２２４７ 〒　638-0035 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 14日 奈良県吉野郡下市町大字栃原
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 13日 751番地
（代表取締役　中植　德博） (TEL)  0747-52-9097 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕122番地の2　TEL  0747-52-9097
中尾　嘉宏 ０２９０２２１９１３７ 〒　636-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(中尾総業) 令和2年 12月 28日
奈良県北葛城郡河合町中山台2丁
目

プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 27日 8番地16　アーバン西大和1号203
(TEL)  080-3797-7157 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町興留9-8-17　TEL  080-3797-7157

仲川　佳成 ０２９０２１６７０９８ 〒　635-0053 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(富水道工業所) 令和4年 7月 13日 奈良県大和高田市大字秋吉
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 7月 12日 68番地4
(TEL)  0745-52-0110 (連絡先)　奈良県大和高田市大字秋吉68番地4　TEL  0745-52-0110

有限会社中川運輸 ０２９０６１５１７３４ 〒　637-0036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 27日 奈良県五條市野原西
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 26日 三丁目10番7号
（代表取締役　上田　信浩） (TEL)  0747-25-3586 (連絡先)　奈良県五條市野原西三丁目10番7号　TEL  0747-25-3586
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
中川環境開発株式会社 ０２９０５１９２７６５ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 1日 奈良県吉野郡大淀町下渕
油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 1月 31日 1020番地
（代表取締役　中川　博喜） (TEL)  0747-52-2035 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町下渕1020番地　TEL  0747-52-2035
株式会社中川組 ０２９０３０４５５９９ 〒　634-0847 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 28日 奈良県橿原市飯高町
燃 (水ば含)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 1月 27日 69番地の3
（代表取締役　中川　茂宣） (TEL)  0744-25-8787 (連絡先)　奈良県橿原市飯高町69番地の3　TEL  0744-25-8787
株式会社ナカガワ建設 ０２９０２１９０９８４ 〒　639-2164 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 6日 奈良県北葛城郡広陵町大字大野
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 5日 7番地5
（代表取締役　中川　雅稔） (TEL)  0745-61-7597 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字大野7番地5　TEL  0745-61-7597
株式会社中工業 ０２９０５１５８３９２ 〒　638-0251 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 26日 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 25日 105番地の1
（代表取締役　中　雪代） (TEL)  0747-62-9988 (連絡先)　奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸105番地の1　TEL  0747-62-9988
株式会社ナカザワ ０２９０４１１４２０１ 〒　632-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 19日 奈良県天理市中山町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 18日 650番地の6
（代表取締役　中澤  成浩） (TEL)  0743-67-0103 (連絡先)　奈良県天理市中山町650番地の6　TEL  0743-67-0103
中嶋　俊仁 ０２９０４２３０３６５ 〒　639-1119 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 5日 奈良県大和郡山市発志院町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 4日 274番地
(TEL)  080-1436-7280 (連絡先)　奈良県大和郡山市発志院町274番地　TEL  080-1436-7280

中島　浩昭 ０２９０３２１８０１０ 〒　636-0213 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(中央商事) 令和2年 11月 18日 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 11月 17日 743番地の21
(TEL)  0745-60-6932 (連絡先)　奈良県磯城郡三宅町大字伴堂743番地の21　TEL  0745-60-6932

中島　正明 ０２９０３１９０８１０ 〒　636-0212 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(双葉建設工房) 令和3年 9月 23日 奈良県磯城郡三宅町大字石見
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 22日 228番地の49
(TEL)  0745-43-2179 (連絡先)　奈良県磯城郡三宅町大字石見228番地の49　TEL  0745-43-2179

株式会社ナカジマ工業 ０２９０２２１１７５２ 〒　635-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 6日 奈良県大和高田市曽大根
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 5日 一丁目19番18号
（代表取締役　中嶋　誠） (TEL)  0745-43-9200 (連絡先)　奈良県大和高田市曽大根一丁目19番18号　TEL  0745-43-9200
中島　重代 ０２９０４０６８７７８ 〒　632-0032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(中島建材) 令和2年 3月 30日 奈良県天理市杣之内町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 29日 373番地 Ｓ－Ｃ－９３
(TEL)  0743-63-0064 (連絡先)　奈良県天理市丹波市町元中方字73-1　TEL  0743-63-0064
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
中島設備工業株式会社 ０２９０２１９６４０５ 〒　635-0059 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 1日 奈良県大和高田市大字吉井
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 31日 203番地1
（代表取締役　中島　謙次） (TEL)  0745-52-8618 (連絡先)　奈良県大和高田市大字吉井203番地1　TEL  0745-52-8618
仲商店株式会社 ０２９０２０１７７７２ 〒　635-0026 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県大和高田市大字神楽
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 9日 199番地の3
（代表取締役　仲　慧子） (TEL)  0745-53-0185 (連絡先)　奈良県大和高田市大字神楽199番地の3　TEL  0745-53-0185
株式会社中造園 ０２９０２１４８９７２ 〒　639-2123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 25日 奈良県葛󠄀城市忍海
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 24日 437番地の33
（代表取締役　中　邦暁） (TEL)  0745-65-2451 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市西辻352-1　TEL  0745-65-2451
有限会社仲田建材 ０２９０５１３０７９５ 〒　638-0553 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 4日 奈良県吉野郡天川村大字山西
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 3日 448番地
（代表取締役　仲田　靖弘） (TEL)  0747-52-5259 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字土田507番地の649　TEL  0747-52-5259
長田建設株式会社 ０２９０２１８５９９１ 〒　635-0025 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 2日 奈良県大和高田市神楽
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 11月 1日 一丁目3番33号
（代表取締役　長田　信人） (TEL)  0745-24-5722 (連絡先)　奈良県大和高田市神楽一丁目3番33号　TEL  0745-24-5722
中谷　一也 ０２９０２２１９７３７ 〒　639-2344 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 25日 奈良県御所市大字東佐味
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 24日 493番地の2
(TEL)  0745-66-1971 (連絡先)　奈良県御所市東佐味493　TEL  0745-66-1971

株式会社仲谷組 ０２９０３１５４４５６ 〒　636-0343 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 11日 奈良県磯城郡田原本町大字宮森
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 10日 337番地の1
（代表取締役　仲谷　尚紀） (TEL)  0744-32-6888 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字宮森337番地の1　TEL  0744-32-6888
株式会社中谷組 ０２９０４２１０９５９ 〒　636-0152 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 8日 奈良県生駒郡斑鳩町龍田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 7日 二丁目3番15号
（代表取締役　應矢　正博） (TEL)  0745-74-2262 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町龍田2丁目3番15号　TEL  0745-74-2262
中西　浩二 ０２９０３１７８５６６ 〒　633-2223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(創研土木) 令和1年 6月 20日 奈良県宇陀市菟田野宇賀志
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 6月 19日 970番地の3
(TEL)  0745-84-3077 (連絡先)　奈良県宇陀市菟田野宇賀志254番地　TEL  0745-84-3077

中西　一太 ０２９０４０７５８１１ 〒　639-1123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(フェイス) 令和3年 3月 19日 奈良県大和郡山市筒井町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 3月 18日 264番地7
(TEL)  0743-57-0800 (連絡先)　奈良県大和郡山市筒井町264番地7　TEL  0743-57-0800
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社中西工務店 ０２９０５１６６８６３ 〒　638-0312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 18日 奈良県吉野郡天川村大字中谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 17日 225番地
（代表取締役　中西　英樹） (TEL)  0747-63-0140 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字中谷173番地　TEL  0747-63-0140
仲野水道設備株式会社 ０２９０４１２１７５７ 〒　630-0251 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 27日 奈良県生駒市谷田町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 26日 808番地
（代表取締役　中野　惠司） (TEL)  0743-74-6800 (連絡先)　奈良県生駒市谷田町808番地　TEL  0743-74-6800
株式会社中野水土工業所 ０２９０２１７１５６６ 〒　635-0046 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 16日 奈良県大和高田市西三倉堂
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 15日 二丁目1-7
（代表取締役　中埜　愛子） (TEL)  0745-53-2753 (連絡先)　奈良県大和高田市西三倉堂二丁目1-7　TEL  0745-53-2753
有限会社中畑造園 ０２９０４２１９６６３ 〒　630-0142 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 18日 奈良県生駒市北田原町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 1月 17日 2089番地
（代表取締役　橋本　裕子） (TEL)  0743-78-2063 (連絡先)　奈良県生駒市北田原町2089番地　TEL  0743-78-2063
中原　拓哉 ０２９０２２１１４５１ 〒　635-0082 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(中原組) 令和1年 10月 21日 奈良県大和高田市曽大根
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 20日
1丁目3番5-206号　プリンスコー
ト高田
(TEL)  080-4769-0011 (連絡先)　奈良県大和高田市本郷町9-12　TEL  080-4769-0011

中水　徹 ０２９０４１３９７８７ 〒　630-0101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(中水造園土木) 令和5年 1月 7日 奈良県生駒市高山町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 6日 2815番地2
(TEL)  0743-72-3515 (連絡先)　奈良県生駒市高山町2815番地2　TEL  0743-72-3515

中村　和浩 ０２９０２１６９０３１ 〒　639-0225 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(中村建設) 令和4年 11月 21日 奈良県香芝市瓦口
プ (石綿含)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 20日 40番地6
(TEL)  0745-77-5568 (連絡先)　奈良県大和高田市池田505-3　TEL  0745-77-5568

株式会社なかむら工務店 ０２９０４１３９１３４ 〒　639-1168 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 20日 奈良県大和郡山市魚町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 12月 19日 40番地
（代表取締役　中村　泰也） (TEL)  0743-53-6135 (連絡先)　奈良県大和郡山市魚町40番地　TEL  0743-53-6135
中村　達雄 ０２９０４０６８５７６ 〒　630-0121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(関西A.I.C) 令和2年 8月 10日 奈良県生駒市北大和
プ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 9日 3丁目2番地3
(TEL)  0743-79-0155 (連絡先)　奈良県生駒市北大和3丁目2番地3　TEL  0743-79-0155

株式会社中本工務店 ０２９０６２０８７６４ 〒　648-0305 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 28日 奈良県吉野郡野迫川村大字北股
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 27日 45番地
（代表取締役　二階　千代） (TEL)  0747-37-2809 (連絡先)　奈良県吉野郡野迫川村大字北股45番地　TEL  0747-37-2809
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社中本工務店 ０２９０５１３２２０９ 〒　638-0045 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 28日 奈良県吉野郡下市町大字新住
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 11月 27日 81番地の1
（代表取締役　中本　吉之右） (TEL)  0747-52-0453 (連絡先)　奈良県吉野郡下市町大字新住81番地の1　TEL  0747-52-0453
株式会社中本水道工業所 ０２９０２１３５６２１ 〒　639-2251 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 21日 奈良県御所市大字戸毛
プ (石綿含)、紙 、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 20日 1122番地
（代表取締役　中本　光男） (TEL)  0745-67-0057 (連絡先)　奈良県御所市大字戸毛1122番地　TEL  0745-67-0057
株式会社仲本塗建 ０２９０２２３００９５ 〒　635-0059 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 29日 奈良県大和高田市吉井
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 28日 292番地の2
（代表取締役　仲本　尚矢） (TEL)  0745-53-0612 (連絡先)　奈良県大和高田市吉井292番地の2　TEL  0745-53-0612
中本  義喜 ０２９０５１１５９８６ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(渉喜開発) 令和2年 2月 1日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 1月 31日 125番地の40
(TEL)  0747-52-8278 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本125番地の40　TEL  0747-52-8278

仲盛　正哲 ０２９０４１４５９８５ 〒　636-0131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(仲盛建設) 平成30年 12月 22日 奈良県生駒郡斑鳩町服部
工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 12月 21日 1丁目4番40号
(TEL)  0745-74-3868 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町服部1丁目4番40号　TEL  0745-74-3868

中山　大嗣 ０２９０２２１９４８９ 〒　639-2235 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 12日 奈良県御所市
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 11日 1457番地　Ⅰ-Ｄ
(TEL)  0745-60-4955 (連絡先)　奈良県御所市寺内町1457番地　エストアロッジオⅠ-Ｄ　TEL  0745-60-4955

有限会社奈幸商会 ０２９０４１４０９５３ 〒　632-0022 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 25日 奈良県天理市苣原町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 24日 941番地
（代表取締役　中島　千賀子） (TEL)  0743-69-2797 (連絡先)　奈良県天理市苣原町941番地　TEL  0743-69-2797
株式会社梨本商店 ０２９０２０５６５６０ 〒　639-2127 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 12月 17日 奈良県葛城市新町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 12月 16日 257番地5
（代表取締役　梨本　漢鴻） (TEL)  0745-69-7410 (連絡先)　奈良県葛城市新町257番地5　TEL  0745-69-7410
奈相流通株式会社 ０２９０４０５８９０１ 〒　632-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 12日 奈良県天理市櫟本町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 2月 11日 3200番地
（代表取締役　八田　光博） (TEL)  0743-65-1555 (連絡先)　奈良県天理市櫟本町3200番地　TEL  0743-65-1555
株式会社名村造園 ０２９０３２０４０８９ 〒　634-0002 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 22日 奈良県橿原市東竹田町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 21日 466番地
（代表取締役　名村　悦和） (TEL)  0744-23-7784 (連絡先)　奈良県橿原市東竹田町466番地　TEL  0744-23-7784
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社奈良規松緑化 ０２９０４２１１４１７ 〒　630-0135 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 23日 奈良県生駒市南田原町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 10月 22日 393番地
（代表取締役　長田　春男） (TEL)  0743-79-3366 (連絡先)　奈良県生駒市南田原町393番地　TEL  0743-79-3366
株式会社奈良県クリーンセンター ０２９０４１５７６９５ 〒　630-0223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 13日 奈良県生駒市小瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 12日 115番地3
（代表取締役　下淵　かほる） (TEL)  0743-77-0990 (連絡先)　奈良県生駒市小瀬町115番地3　TEL  0743-77-0990
奈良県合同砕石株式会社 ０２９０５００９３２９ 〒　639-3102 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 13日 奈良県吉野郡吉野町津風呂
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 12日 184番地
（代表取締役　藤本　義人） (TEL)  0746-32-5261 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町津風呂184番地　TEL  0746-32-5261
社会福祉法人奈良県手をつなぐ育成
会

０２９０３２１０６８２ 〒　635-0154 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 10日 奈良県高市郡高取町大字観覚寺
プ (石綿除)、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 9日 1382番地
（理事長　山岡　亨） (TEL)  0744-52-1001 (連絡先)　奈良県奈良市神殿町656番地の4　TEL  0744-52-1001
奈良県リサイクル環境衛生協同組合 ０２９０４１６４４７６ 〒　632-0068 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 11日 奈良県天理市合場町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 10日 77番地1
（代表理事　柴田　裕二郎） (TEL)  0743-63-5315 (連絡先)　奈良県天理市合場町77番地1　TEL  0743-63-5315
株式会社奈良サンテック ０２９０４２２８４８０ 〒　639-1064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 20日 奈良県生駒郡安堵町大字窪田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 19日 73番地1
（代表取締役　辻󠄀　大起） (TEL)  0743-20-5967 (連絡先)　奈良県生駒郡安堵町大字窪田73番地1　TEL  0743-20-5967
奈良スクラップセンター株式会社 ０２９０２１３５６１７ 〒　635-0032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 1日 奈良県大和高田市今里川合方
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 31日 38-1
（代表取締役　新井　尚哉） (TEL)  0745-52-8590 (連絡先)　奈良県大和高田市今里川合方38-1　TEL  0745-52-8590
奈良清研株式会社 ０２９０４２３３５４８ 〒　630-0115 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 3月 24日 奈良県生駒市鹿畑町
汚 (水ば除)、金  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 3月 23日 61番地の2
（代表取締役　小谷　裕） (TEL)  0743-70-1477 (連絡先)　奈良県生駒市鹿畑町61番地の2　TEL  0743-70-1477
株式会社奈良中央環境 ０２９０２０７１３６３ 〒　635-0021 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 19日 奈良県大和高田市池尻
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 7月 18日 93番1
（代表取締役　丸野　敦洋） (TEL)  0745-23-1969 (連絡先)　奈良県大和高田市池尻93番1　TEL  0745-23-1969
株式会社奈良通信エンジニアリング ０２９０２２２６６３８ 〒　639-2343 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 24日 奈良県御所市大字鴨神
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 3月 23日 2232番地2
（代表取締役　森村　恵） (TEL)  090-9562-5705 (連絡先)　奈良県御所市大字鴨神2232番地2　TEL  090-9562-5705
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
奈良トラック配送センター株式会社 ０２９０２２００２８４ 〒　639-2273 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 4日 奈良県御所市大字池之内
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除)、１３号廃棄物 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 3日 474番地の1
（代表取締役　上村　祐司） (TEL)  0745-62-1064 (連絡先)　奈良県御所市室586-3　TEL  0745-62-1064
奈良日化サービス株式会社 ０２９０４１３９５９７ 〒　639-1053 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 26日 奈良県大和郡山市千日町
木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 25日 25番地の2
（代表取締役　井戸　和之） (TEL)  0743-55-0437 (連絡先)　奈良県大和郡山市千日町25番地の2　TEL  0743-55-0437
株式会社奈良メディスポ ０２９０４００２５７９ 〒　636-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 19日 奈良県生駒郡三郷町立野北
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 9月 18日 一丁目27番90号
（代表取締役　米澤　康二） (TEL)  0745-32-8889 (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
株式会社奈良リサイクル ０２９０２１４９６７５ 〒　639-2273 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 14日 奈良県御所市大字池之内
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 13日 528番地の1
（代表取締役　安川　義之） (TEL)  0745-65-1511 (連絡先)　奈良県御所市大字池之内528番地の1　TEL  0745-65-1511
株式会社奈良ロテック ０２９０４２０６１３８ 〒　630-0112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 19日 奈良県生駒市鹿ノ台東
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 18日 二丁目13番地14
（代表取締役　佐藤　健太郎） (TEL)  0743-78-7174 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町興留6-7-12　TEL  0743-78-7174
株式会社成建設 ０２９０５１９６８３３ 〒　639-3542 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 25日 奈良県吉野郡川上村大字西河
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 24日 343番地の4
（代表取締役　山本　一成） (TEL)  0746-53-2022 (連絡先)　奈良県吉野郡川上村大字西河343番地の4　TEL  0746-53-2022
株式会社NANBU ０２９０４１５８４２９ 〒　630-0243 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 28日 奈良県生駒市俵口町
酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 
(石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 27日 951番地1
（代表取締役　岩本　和代） (TEL)  0743-75-5383 (連絡先)　奈良県生駒市俵口町951番地1　TEL  0743-75-5383
株式会社ナンワ ０２９０６２０１０３２ 〒　637-0425 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 17日 奈良県吉野郡野迫川村大字上
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 16日 239番地
（代表取締役　西本　周平） (TEL)  0747-37-2168 (連絡先)　奈良県吉野郡野迫川村大字上239番地　TEL  0747-37-2168
有限会社南和衛生社 ０２９０６２２９０５５ 〒　637-0036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 20日 奈良県五條市野原西
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 19日
二丁目7番20号ビバタウン辻本105
号室

（取締役　菅本　敏博） (TEL)  0747-22-0566 (連絡先)　奈良県五條市野原西二丁目7番20号ビバタウン辻本105号室　TEL  0747-22-0566
ＮＡＮＷＡ　ＥＮＥＲＧＹ株式会社 ０２９０５１７１５８８ 〒　638-0833 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 3日 奈良県吉野郡大淀町福神
酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 
(石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 6月 2日 1番地130
（代表取締役　栗本　英昭） (TEL)  0747-52-1331 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町福神1番地130　TEL  0747-52-1331
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
南和開発株式会社 ０２９０４０２９９１１ 〒　636-0152 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 13日 奈良県生駒郡斑鳩町龍田一丁目
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 12日 8番4号
（代表取締役　岩本　千賀） (TEL)  0745-75-2000 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町龍田一丁目8番4号　TEL  0745-75-2000
西　忠孝 ０２９０３１７８５９４ 〒　633-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西建土木) 令和1年 7月 24日 奈良県桜井市大字河西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 23日 736番地の3
(TEL)  0744-42-6910 (連絡先)　奈良県桜井市大字河西736番地の3　TEL  0744-42-6910

西浦　千秋 ０２９０３１９１９３７ 〒　633-0122 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西浦造園) 令和3年 11月 24日 奈良県桜井市大字出雲
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 23日 1262番地の1
(TEL)  0744-47-7032 (連絡先)　奈良県桜井市大字出雲1262番地の1　TEL  0744-47-7032

株式会社西岡組 ０２９０３０６８７７０ 〒　633-2103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 19日 奈良県宇陀市大宇陀野依
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 18日 276番地の1
（代表取締役　西岡　浩之） (TEL)  0745-83-0330 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀野依276番地の1　TEL  0745-83-0330
株式会社西川 ０２９０２０３６４４６ 〒　639-2153 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 25日 奈良県葛城市太田
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 12月 24日 120番地2
（代表取締役　西川　智子） (TEL)  0745-48-4033 (連絡先)　奈良県葛城市太田120番地2　TEL  0745-48-4033
西川　恵里子 ０２９０２２１４０５５ 〒　639-2163 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西亮建設) 令和2年 2月 25日 奈良県葛󠄀城市八川
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 24日 121番地23
(TEL)  0745-48-6830 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市八川121番地23　TEL  0745-48-6830

株式会社西川組 ０２９０２２２０９０８ 〒　639-2257 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 11日 奈良県御所市大字小殿
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 10日 222番地の2
（代表取締役　西川　容規） (TEL)  0745-44-3754 (連絡先)　奈良県御所市大字小殿222番地の2　TEL  0745-44-3754
西川建設株式会社 ０２９０３０３１６１５ 〒　634-0103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県高市郡明日香村大字岡
燃 (水ば除)、プ (石綿含)、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 8月 9日 1142番地の2
（代表取締役　西川　久雄） (TEL)  0744-54-3771 (連絡先)　奈良県高市郡明日香村大字岡1142番地の2　TEL  0744-54-3771
西口　光弘 ０２９０４１４７７８０ 〒　632-0044 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西口建材) 平成31年 3月 18日 奈良県天理市兵庫町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 17日 181番地3
(TEL)  0743-67-0900 (連絡先)　奈良県天理市兵庫町181番地3　TEL  0743-67-0900
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社西建設 ０２９０６１０７００４ 〒　637-1557 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 5日 奈良県吉野郡十津川村大字七色
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 4日 163番地の1
（代表取締役　西　征知） (TEL)  0735-43-0359 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字七色163番地の1　TEL  0735-43-0359
株式会社西工業 ０２９０４１８１５６２ 〒　630-0133 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 9日 奈良県生駒市あすか野南
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 8日 三丁目9番7号
（代表取締役　西　繁信） (TEL)  0743-78-5010 (連絡先)　奈良県生駒市あすか野南三丁目9番7号　TEL  0743-78-5010
西田　彪雅 ０２９０３２１０３３７ 〒　633-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 7日 奈良県桜井市大字大福
燃 (水ば含)、汚 (水ば含)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
工 (石綿含)、ば(水ば含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 8月 6日 338番地の8
(TEL)  090-3626-5989 (連絡先)　奈良県桜井市大字大福338番地の8　TEL  090-3626-5989

株式会社西田土木 ０２９０２１９３１１０ 〒　636-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 9日 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 8日 17番地5
（代表取締役　西田　一寿） (TEL)  0745-57-2129 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字穴闇17番地5　TEL  0745-57-2129
西谷　清 ０２９０６２０３４５８ 〒　637-0069 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西谷建設) 平成30年 10月 30日 奈良県五條市表野町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 29日 221番地
(TEL)  0747-22-4466 (連絡先)　奈良県五條市表野町221番地　TEL  0747-22-4466

株式会社西谷建設 ０２９０４１６５７７６ 〒　639-1121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 7日 奈良県大和郡山市杉町
プ (石綿含)、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 6日 35番地の1
（代表取締役　西谷　徹） (TEL)  0743-57-7110 (連絡先)　奈良県大和郡山市杉町35番地1　TEL  0743-57-7110
株式会社西谷通信建設 ０２９０３２０３５７５ 〒　636-0246 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 31日 奈良県磯城郡田原本町千代
ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 30日 1113番地の4
（代表取締役　西谷　郁之助） (TEL)  0744-34-7777 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町千代1113番地の4　TEL  0744-34-7777
西辻　清子 ０２９０４２２０７１３ 〒　632-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西辻総業) 令和3年 4月 2日 奈良県天理市勾田町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 1日 96番地3
(TEL)  0743-63-1647 (連絡先)　奈良県天理市勾田町96番地3　TEL  0743-63-1647

有限会社西哲建材 ０２９０２１１７８２２ 〒　639-2163 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 11日 奈良県葛城市八川
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 10日 155番地の1
（代表取締役　西川　哲） (TEL)  0745-48-8700 (連絡先)　奈良県葛城市太田462-3　TEL  0745-48-8700
西本　力 ０２９０５１７１２０４ 〒　638-0314 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西本建設) 平成30年 4月 4日 奈良県吉野郡天川村大字五色
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 4月 3日 20番地の1
(TEL)  0747-63-0595 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字五色20番地の1　TEL  0747-63-0595
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社西本組 ０２９０３１４５８７１ 〒　633-2112 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 13日 奈良県宇陀市大宇陀小附
プ (石綿除)、木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 12日 998番地の2
（代表取締役　西本　明彦） (TEL)  0745-83-2280 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀小附998番地の2　TEL  0745-83-2280
株式会社西本組 ０２９０２０６８８５７ 〒　639-2277 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 11日 奈良県御所市大字室
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 
(石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 10日 117番地の1
（代表取締役　西本　貴浩） (TEL)  0745-62-2881 (連絡先)　奈良県御所市大字室117番地の1　TEL  0745-62-2881
西本　博隆 ０２９０２０４０９２８ 〒　639-2277 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(西隆組) 令和1年 9月 27日 奈良県御所市大字室
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 26日 1423番地
(TEL)  0745-62-2721 (連絡先)　奈良県御所市大字室1423番地　TEL  0745-62-2721

株式会社二隆建設 ０２９０４０３１８４６ 〒　636-0141 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 10日 奈良県生駒郡斑鳩町稲葉車瀬
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 9日 二丁目6番8号
（代表取締役　妻野　覚） (TEL)  0745-74-2038
日光電気工事株式会社 ０２９０３１９１９５１ 〒　633-0063 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 22日 奈良県桜井市大字川合
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 11月 21日 265番地の5
（代表取締役　泉谷　正文） (TEL)  0744-43-0071 (連絡先)　奈良県桜井市大字川合265番地の5　TEL  0744-43-0071
日章金属興業有限会社 ０２９０２０７４８９２ 〒　639-2154 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 19日 奈良県葛󠄀城市兵家
プ (石綿除)、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 18日 171番地の1
（代表取締役　寺田　隆一） (TEL)  0745-48-3731 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市兵家171番地の1　TEL  0745-48-3731
日進建設株式会社 ０２９０２１８７０５２ 〒　639-0264 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 12日 奈良県香芝市今泉
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 11日 14番地1
（代表取締役　古江　浩） (TEL)  0745-71-5882 (連絡先)　奈良県香芝市今泉14番地1　TEL  0745-71-5882
日伸建設株式会社 ０２９０３１２５８８６ 〒　634-0846 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 28日 奈良県橿原市小槻町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 27日 445番地の1
（代表取締役　山崎　竜德） (TEL)  0744-22-2111 (連絡先)　奈良県橿原市小槻町445番地の1　TEL  0744-22-2111
株式会社日進商事 ０２９０５１７５０７０ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 1月 7日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 1月 6日 1402番地の1
（代表取締役　橋本　和典） (TEL)  0747-52-0104 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1402番地の1　TEL  0747-52-0104
日誠建設株式会社 ０２９０４０３４８１７ 〒　632-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 5日 奈良県天理市富堂町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 4日 33番地の1
（代表取締役　中尾　勇人） (TEL)  0743-68-1570 (連絡先)　奈良県天理市富堂町33番地の1　TEL  0743-68-1570
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
日豊建設株式会社 ０２９０４１２０８８１ 〒　630-0244 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 5日 奈良県生駒市東松ヶ丘
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 4日 4番6号
（代表取締役　大橋　伸江） (TEL)  0743-74-5557 (連絡先)　奈良県生駒市東松ヶ丘4番6号　TEL  0743-74-5557
日本エコロジック株式会社 ０２９０３０７３４１７ 〒　633-0066 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 27日 奈良県桜井市大字西之宮
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 10月 26日 129番地の5
（代表取締役　柳　純） (TEL)  0744-43-5006 (連絡先)　奈良県桜井市大字西之宮129番地の5　TEL  0744-43-5006
日本資環株式会社 ０２９０６００１３５４ 〒　638-0662 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

※優良認定 令和4年 9月 28日 奈良県五條市西吉野町夜中
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、動 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)、体  
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和11年 9月 27日 391番地の2

（代表取締役　吉田　雅亮） (TEL)  0747-34-0045
(連絡先)　大阪府大阪市港区夕凪一丁目1番6号、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　TEL  0747-34-0045

株式会社日本動物霊園 ０２９０２１３８３４０ 〒　635-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 17日 奈良県大和高田市材木町
動 、体  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 16日 5番38号
（代表取締役　三本　静男） (TEL)  0745-52-7889 (連絡先)　奈良県大和高田市材木町5番38号　TEL  0745-52-7889
有限会社庭工房 ０２９０２１６７４２２ 〒　635-0832 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 3日 奈良県北葛城郡広陵町馬見中
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 8月 2日 一丁目4番21-4号
（代表取締役　今出　秀典） (TEL)  0745-54-0029 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町馬見中一丁目4番21-4号　TEL  0745-54-0029
株式会社ネクサス ０２９０３２０３６６５ 〒　633-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 31日 奈良県桜井市大字阿部
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 30日 680-25
（代表取締役　岡田　憲博） (TEL)  0744-45-1356 (連絡先)　奈良県奈良市白毫寺町835-1　大和紀寺ビル4Ｆ　TEL  0744-45-1356
有限会社野口建設 ０２９０２１３０２０８ 〒　635-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 21日 奈良県大和高田市春日町
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 9月 20日 一丁目1番1-410号
（代表取締役　野口　善信） (TEL)  0745-23-6060 (連絡先)　奈良県大和高田市春日町一丁目1番1-410号　TEL  0745-23-6060
野崎　英樹 ０２９０２１５６２３２ 〒　639-0236 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(野崎建設) 令和2年 8月 25日 奈良県香芝市良福寺
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 24日
126番地1　ヴィラ・ド・クリスタ
ル501号
(TEL)  0745-79-0323 (連絡先)　奈良県香芝市良福寺126番地1　ヴィラ・ド・クリスタル501号　TEL  0745-79-

野瀨　利之 ０２９０２１７４６１５ 〒　635-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 22日 奈良県北葛城郡広陵町馬見北
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和5年 11月 21日 3丁目12番48号
(TEL)  0745-55-9230 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町馬見北3丁目12番48号　TEL  0745-55-9230

株式会社野村建設 ０２９０２１９５６２６ 〒　635-0824 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 17日 奈良県北葛城郡広陵町疋相
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 16日 12番地の1
（代表取締役　野村　三嗣） (TEL)  0745-55-2616 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町疋相12番地の1　TEL  0745-55-2616
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社野村光商店 ０２９０４１７１１７９ 〒　639-1164 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 10日 奈良県大和郡山市西観音寺町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 9日 35番地
（代表取締役　野村　周右） (TEL)  0743-52-2647 (連絡先)　大和郡山市西観音寺町35番地　TEL  0743-52-2647
株式会社葉岩建設 ０２９０３１９５８２８ 〒　633-0065 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 26日 奈良県桜井市吉備
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 7月 25日 186番地の1
（代表取締役　岩井　俊二） (TEL)  0744-47-4632 (連絡先)　奈良県桜井市吉備186番地の1　TEL  0744-47-4632
萩原　英臣 ０２９０４０３６４４７ 〒　639-1123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(奈良環境) 令和3年 2月 1日 奈良県大和郡山市筒井町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石
綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 1月 31日 418番地3　筒井ハイツ12号
(TEL)  0745-77-2935 (連絡先)　奈良県大和郡山市筒井町418番地の3　筒井ハイツ12号　TEL  0745-77-2935

株式会社博電工業 ０２９０３０６７８２０ 〒　634-0827 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 1日 奈良県橿原市光陽町
工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 28日 275番地
（代表取締役　山口　弘子） (TEL)  0744-27-1419 (連絡先)　奈良県橿原市光陽町275番地　TEL  0744-27-1419
株式会社白鳳建設 ０２９０２１９１４００ 〒　639-0276 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 8日 奈良県葛󠄀城市當麻
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 11月 7日 589番地2
（代表取締役　葛井　啓右） (TEL)  0745-48-5220 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市當麻589番地2　TEL  0745-48-5220
株式会社ハクリュウ ０２９０３０３３３６７ 〒　633-0315 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 28日 奈良県宇陀市室生大野
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 27日 3256番地
（代表取締役　笹尾　和志） (TEL)  0745-92-2328 (連絡先)　奈良県宇陀市室生大野3256番地　TEL  0745-92-2328
橋口　眞二 ０２９０４２２００３６ 〒　639-1024 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 4日 奈良県大和郡山市南井町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和8年 3月 3日 13番地1
(TEL)  090-1587-0600 (連絡先)　奈良県大和郡山市南井町13番地1　TEL  090-1587-0600

橋本　修 ０２９０４１８７８３９ 〒　630-0252 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(橋本建設) 令和3年 4月 28日 奈良県生駒市山崎町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 27日 26番34-301号
(TEL)  072-953-2805 (連絡先)　大阪府東大阪市横小路町6丁目4番26号　TEL  072-953-2805

株式会社橋本工務店 ０２９０３２０３８２２ 〒　633-0218 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 7日 奈良県宇陀市榛原檜牧
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 6日 1123番地の1
（代表取締役　橋本　恵至） (TEL)  0745-82-2752 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原檜牧1123番地の1　TEL  0745-82-2752
株式会社長谷川建設 ０２９０６１２４８２０ 〒　637-1554 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 10日 奈良県吉野郡十津川村大字平谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 9日 643番地の7
（代表取締役　古田　雅文） (TEL)  0746-64-0358 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字平谷643番地の7　TEL  0746-64-0358
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
畠山建設株式会社 ０２９０６１４７１８０ 〒　637-0116 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 2日 奈良県五條市西吉野町和田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 1日 415番地の12
（代表取締役　畠山　芳彦） (TEL)  0747-32-0104 (連絡先)　奈良県五條市西吉野町和田415番地の12　TEL  0747-32-0104
有限会社八仙興業 ０２９０３０７７１２９ 〒　634-0845 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 10日 奈良県橿原市中曽司町
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 9日 81番地の2
（代表取締役　吉田　ユカ） (TEL)  0744-23-8001 (連絡先)　奈良県橿原市中曽司町81番地の2　TEL  0744-23-8001
羽鳥　正彦 ０２９０３１６８５７２ 〒　633-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(阿騎野工業) 令和4年 10月 17日 奈良県桜井市大字大福
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 10月 16日 380番地の25
(TEL)  0744-47-2359 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町味間531番地　TEL  0744-47-2359

服部　健司 ０２９０２０８４７０９ 〒　639-0262 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(司コーポレーション) 令和4年 5月 16日 奈良県香芝市白鳳台
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 15日 一丁目11番地2
(TEL)  0745-77-0444 (連絡先)　奈良県香芝市白鳳台一丁目11番地2　TEL  0745-77-0444

初矢　充正 ０２９０４１５９２１９ 〒　630-2341 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 29日 奈良県山辺郡山添村大字遅瀬
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和8年 3月 28日 1356番地
(TEL)  0743-85-0546 (連絡先)　奈良県山辺郡山添村大字遅瀬1356番地　TEL  0743-85-0546

濱岡　真三 ０２９０２１７５２８２ 〒　639-2101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(ハマオカデンキ) 平成30年 12月 24日 奈良県葛城市疋田
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和5年 12月 23日 264番地14
(TEL)  0745-69-3627 (連絡先)　奈良県葛城市疋田264番地14　TEL  0745-69-3627

有限会社濱口電設 ０２９０４１４６７６５ 〒　636-0935 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 8日 奈良県生駒郡平群町光ヶ丘
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 5月 7日 一丁目13番7号
（代表取締役　濱口　修） (TEL)  0745-45-2605 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町光ヶ丘一丁目13番7号　TEL  0745-45-2605
早川建材有限会社 ０２９０２０６０６９０ 〒　639-0252 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 12日 奈良県香芝市穴虫
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 4月 11日 3311番地の1
（代表取締役　早川　誠） (TEL)  0745-77-4123 (連絡先)　奈良県香芝市穴虫3311番地の1　TEL  0745-77-4123
有限会社HAYATE ０２９０２２１９８８３ 〒　638-0002 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 2日 奈良県大和高田市大字根成柿
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 1日 380番地の1
（代表取締役　水口　周二） (TEL)  0745-53-4689 (連絡先)　奈良県大和高田市大字根成柿380番地の1　TEL  0745-53-4689
早見　眞美 ０２９０２０８５８４１ 〒　635-0002 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(早見工業) 令和4年 7月 3日 奈良県大和高田市土庫
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 2日 1丁目8番32号
(TEL)  0745-22-1832 (連絡先)　奈良県大和高田市土庫1丁目8番32号　TEL  0745-22-1832
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社原田鑿井設備工業所 ０２９０４０４４６５７ 〒　639-1123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 9日 奈良県大和郡山市筒井町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 8日 933番地の1
（代表取締役　原田　芳朗） (TEL)  0743-56-8880 (連絡先)　奈良県大和郡山市筒井町933番地の1　TEL  0743-56-8880
株式会社原田塗建 ０２９０６２０３６９６ 〒　637-1661 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 8日 奈良県吉野郡十津川村大字重里
プ (石綿除)、木 、金 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 7日 1273番地
（代表取締役　原田　忠輝） (TEL)  0746-66-0053 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字重里1273番地　TEL  0746-66-0053
ハル建設株式会社 ０２９０３２２００６９ 〒　633-0215 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 25日 奈良県宇陀市榛原内牧
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 24日 2317番地の1
（代表取締役　植田　悠也） (TEL)  0745-82-8008 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原内牧2317番地の1　TEL  0745-82-8008
株式会社春山組 ０２９０２０３９４７６ 〒　636-0013 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 26日 奈良県北葛城郡王寺町元町
プ (石綿含)、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 4月 25日 二丁目14番21-1号
（代表取締役　春山　知昭） (TEL)  0745-31-5510 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町元町二丁目14番21-1号　TEL  0745-31-5510
阪奈環境開発株式会社 ０２９０３１５７３１０ 〒　635-0123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 7日 奈良県高市郡高取町市尾
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 6日 1122-1
（代表取締役　岩本　和幸） (TEL)  0745-65-2929 (連絡先)　奈良県高市郡高取町市尾1122-1　TEL  0745-65-2929
阪奈サービス株式会社 ０２９０３１４２３０５ 〒　633-0208 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 15日 奈良県宇陀市榛原額井
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 5月 14日 1062番地の1
（代表取締役　井上　正司） (TEL)  0745-82-7029 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原額井1062番地の1　TEL  0745-82-7029
株式会社ビガー ０２９０２１４５７３９ 〒　639-0236 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 12月 8日 奈良県香芝市磯壁
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 12月 7日 五丁目14番21号
（代表取締役　狩野　佳織） (TEL)  0745-79-7550 (連絡先)　奈良県香芝市磯壁五丁目14番21号　TEL  0745-79-7550
東　武蔵 ０２９０４１７５２８１ 〒　632-0077 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(東建設) 平成30年 12月 17日 奈良県天理市平等坊町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 12月 16日
176番地1　ローレルコート天理前
栽404
(TEL)  0743-63-4311 (連絡先)　奈良県天理市平等坊町176番地1-404　TEL  0743-63-4311

株式会社ＨＩＧＡＳＨＩＵＲＡ ０２９０４２２１９２０ 〒　639-1042 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 28日 奈良県大和郡山市小泉町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 27日 1873番地2
（代表取締役　東浦　規子） (TEL)  090-2195-5585 (連絡先)　奈良県大和郡山市小泉町1873番地2　TEL  090-2195-5585
有限会社東谷建材 ０２９０５０７６１１１ 〒　638-0803 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 24日 奈良県吉野郡大淀町大字越部
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 23日 370番地の1
（取締役　東谷　博之） (TEL)  0747-52-7020 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町越部370番地の1　TEL  0747-52-7020
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社東本サービス ０２９０５１７８７６５ 〒　638-0833 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 8日 奈良県吉野郡大淀町大字福神
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 12月 7日 4番地の152
（代表取締役　東本　博昭） (TEL)  0747-52-6818 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字福神4番地の152　TEL  0747-52-6818
有限会社東元タイヤ ０２９０２１２５７５５ 〒　639-2113 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 6日 奈良県葛城市北花内
プ (石綿除)、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 5日 332番地5
（代表取締役　東元　明則） (TEL)  0745-69-4849 (連絡先)　奈良県葛城市北花内332番地5　TEL  0745-69-4849
有限会社東吉野運送 ０２９０５２１２４３８ 〒　633-2311 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 25日 奈良県吉野郡東吉野村大字木津
木 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 24日 204番地
（代表取締役　裏　大二） (TEL)  0746-44-0411 (連絡先)　奈良県吉野郡東吉野村大字木津204番地　TEL  0746-44-0411
株式会社ヒカリワールド ０２９０６０１８１４７ 〒　639-2204 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 19日 奈良県五條市住川町
酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 
(石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 18日 1309番地
（代表取締役　吉本　恭宣） (TEL)  0747-26-3000 (連絡先)　奈良県五條市住川町1309番地　TEL  0747-26-3000
株式会社疋田建設 ０２９０２０７４８９３ 〒　639-0264 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 9日 奈良県香芝市今泉
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、木 、金 、ガ (石綿除)、鉱(水ば除)、工 (石綿除)、ば(水ば
除) 

令和9年 12月 8日 371番地の1
（代表取締役　疋田　雅宏） (TEL)  0745-78-4580 (連絡先)　奈良県香芝市今泉371番地の1　TEL  0745-78-4580
株式会社ヒサミツ建設 ０２９０２１７６３６３ 〒　639-2302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 18日 奈良県御所市大字東松本
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 17日 365番地の27
（代表取締役　木村　公） (TEL)  0745-65-2328 (連絡先)　奈良県御所市大字東松本365番地の27　TEL  0745-65-2328
株式会社美匠 ０２９０３１８２７２１ 〒　634-0826 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 17日 奈良県橿原市川西町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 4月 16日 928-15
（代表取締役　中西　あざみ） (TEL)  0744-27-0014 (連絡先)　奈良県橿原市川西町928-15　TEL  0744-27-0014
株式会社日高造園 ０２９０３２２２７９６ 〒　634-0847 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 21日 奈良県橿原市飯高町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 20日 161番地
（代表取締役　片岡　憲一） (TEL)  0744-22-5668 (連絡先)　奈良県橿原市飯高町161番地　TEL  0744-22-5668
株式会社人知燃料住專店 ０２９０３１３２２０８ 〒　635-0103 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 18日 奈良県高市郡高取町大字清水谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 17日 147番地1
（代表取締役　人知　晃正） (TEL)  0744-52-2114 (連絡先)　奈良県高市郡高取町大字清水谷147番地1　TEL  0744-52-2114
檜尾建設株式会社 ０２９０６１５７３１１ 〒　637-0405 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 18日 奈良県五條市大塔町宇井
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 17日 99番地
（代表取締役　檜尾　洋希） (TEL)  0747-36-0041 (連絡先)　奈良県五條市大塔町宇井99番地　TEL  0747-36-0041
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社平井クレーン興業 ０２９０４１６８９４２ 〒　632-0047 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 5日 奈良県天理市乙木町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 4日 819番地1
（代表取締役　平井　一夫） (TEL)  0743-67-1700 (連絡先)　奈良県天理市乙木町819番地1　TEL  0743-67-1700
株式会社平川建設 ０２９０２１０１９８５ 〒　639-0252 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 3日 奈良県香芝市穴虫
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 2日 10番地
（代表取締役　平川　勝基） (TEL)  0745-71-8033 (連絡先)　奈良県香芝市穴虫10番地　TEL  0745-71-8033
平田　正人 ０２９０２１６３９３４ 〒　639-2274 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 20日 奈良県御所市大字冨田
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 19日 90番地の2
(TEL)  0745-63-2212 (連絡先)　奈良県御所市大字冨田90番地の2　TEL  0745-63-2212

平田　泰紀 ０２９０３０８４４９２ 〒　634-0802 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 22日 奈良県橿原市新口町
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 21日 239番地の1
(TEL)  0744-60-2688 (連絡先)　奈良県橿原市新口町239番地の1　TEL  0744-60-2688

株式会社ひらの開発 ０２９０２２１４９２４ 〒　639-2302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 13日 奈良県御所市大字東松本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 12日 43番地の49
（代表取締役　平野　竜雅） (TEL)  0745-49-0498 (連絡先)　奈良県御所市大字東松本43番地の49　TEL  0745-49-0498
ＨＩＲＯ建設株式会社 ０２９０４１９３７０４ 〒　636-0111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 13日 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 3月 12日 一丁目2番6号
（代表取締役　中西　浩彰） (TEL)  0745-43-6474 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北一丁目2番6号　TEL  0745-43-6474
株式会社廣隅企画 ０２９０３１８８０３８ 〒　633-0236 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 25日 奈良県宇陀市榛原母里
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 24日 444番地
（代表取締役　廣隅　秀和） (TEL)  0745-82-1788 (連絡先)　奈良県宇陀市榛原母里444番地　TEL  0745-82-1788
ヒロタ建設株式会社 ０２９０３１７８８７１ 〒　634-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 18日 奈良県橿原市西池尻町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 17日 352番地の1
（代表取締役　廣田　幹雄） (TEL)  0744-27-3484 (連絡先)　奈良県橿原市西池尻町352番地の1　TEL  0744-27-3484
株式会社フィールド・デザイン ０２９０４２１５７７４ 〒　632-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 30日 奈良県天理市櫟本町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 29日 2783番地41
（代表取締役　相賀　正夫） (TEL)  0743-65-2340 (連絡先)　奈良県天理市櫟本町2783番地41　TEL  0743-65-2340
福島　茂男 ０２９０２１５６４７７ 〒　635-0056 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 8日 奈良県大和高田市甘田町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 7日 2番14号
(TEL)  0745-23-8515 (連絡先)　奈良県大和高田市甘田町2-14　TEL  0745-23-8515
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社福嶋組 ０２９０６１９７８１７ 〒　637-0036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 17日 奈良県五條市野原西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 16日 一丁目3番30号
（代表取締役　藤原　敎真） (TEL)  0747-27-2093 (連絡先)　奈良県五條市野原西一丁目3番30号　TEL  0747-27-2093
株式会社福寿建設 ０２９０２１２１４９８ 〒　639-0223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 12日 奈良県香芝市真美ヶ丘
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 11日 五丁目18番21号
（代表取締役　福寿　猛） (TEL)  0745-77-4898 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町安部336番地1　TEL  0745-77-4898
福田　功一 ０２９０２１６１４３４ 〒　635-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 3日 奈良県大和高田市大字市場
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 2日 104番地4
(TEL)  0745-51-1750 (連絡先)　奈良県大和高田市大字市場111番地53　TEL  0745-51-1750

福田　博昭 ０２９０５１６７３６７ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(フクマル産業) 令和4年 8月 29日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 28日 2336番地
(TEL)  0747-53-0471 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2336番地　TEL  0747-53-0471

福田　康雄 ０２９０３１３０２２９ 〒　634-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(福田電気水道商会) 令和3年 9月 14日 奈良県橿原市石原田町
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 13日 216番地
(TEL)  0744-22-4351 (連絡先)　奈良県橿原市石原田町216番地　TEL  0744-22-4351

福西　亮太 ０２９０２１５５９２２ 〒　635-0022 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 9日 奈良県大和高田市日之出町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 8日 16番33-215号　コスモ大和高田
(TEL)  0745-52-0808 (連絡先)　奈良県大和高田市日之出町16番33-215号　TEL  0745-52-0808

福西総業株式会社 ０２９０２２２７３８９ 〒　635-0814 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 2日 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 5月 1日 229番地1
（代表取締役　福西　喜彦） (TEL)  0745-27-4822 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字南郷229番地1　TEL  0745-27-4822
株式会社ふくろ工房 ０２９０４１５３３０５ 〒　638-0324 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 15日 奈良県生駒郡三郷町城山台
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 2月 14日 五丁目1番8号
（代表取締役　福呂　充浩） (TEL)  0745-72-2810 (連絡先)　奈良県生駒郡三郷町城山台五丁目1番8号　TEL  0745-72-2810
藤岡　優 ０２９０３０４０１５４ 〒　636-0247 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(藤岡商店) 令和3年 5月 27日 奈良県磯城郡田原本町大字阪手
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 26日
633番地の1　ピアッツァコート
one408号室
(TEL)  090-8828-7112 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字松本197　TEL  090-8828-7112

株式会社富士環境開発 ０２９０３１８９０８０ 〒　634-0813 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 2日 奈良県橿原市四条町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 6月 1日 20番地の10
（代表取締役　山田　勝康） (TEL)  0744-22-3506 (連絡先)　奈良県橿原市四条町20番地の10　TEL  0744-22-3506
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
藤田　朋 ０２９０２１７４６１２ 〒　639-0203 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 7日 奈良県北葛城郡上牧町友が丘
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和5年 11月 6日 1丁目16番27号
(TEL)  0745-60-4714 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町友が丘1丁目16番27号　TEL  0745-60-4714

藤田　裕樹 ０２９０２２２３５４５ 〒　639-2205 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(フジタ水道設備) 令和3年 9月 24日 奈良県御所市大字東辻󠄀
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 23日 69番地の3
(TEL)  0745-49-0707 (連絡先)　奈良県御所市大字東辻󠄀69番地の3　TEL  0745-49-0707

藤田　龍二 ０２９０２１４０９５２ 〒　639-2242 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(八紘工業) 令和5年 2月 25日 奈良県御所市大字本馬
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 24日 155番地の24
(TEL)  0745-65-2424 (連絡先)　奈良県御所市大字本馬155番地の24　TEL  0745-65-2424

藤永　昭夫 ０２９０２２２３５４２ 〒　639-2244 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 14日 奈良県御所市大字柏原
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 13日 669番地の2
(TEL)  0745-62-2842 (連絡先)　奈良県御所市大字柏原669番地の2　TEL  0745-62-2842

藤村建設株式会社 ０２９０６０８５４３２ 〒　637-1443 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 11日 奈良県吉野郡十津川村大字折立
木 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 10日 655番地
（代表取締役　藤村　司朗） (TEL)  0746-64-0221 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字折立655番地　TEL  0746-64-0221
藤本　謙太 ０２９０２１７１４７９ 〒　639-2314 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 14日 奈良県御所市大字幸町
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 13日 27番地の13　6号
(TEL)  0745-60-8840 (連絡先)　奈良県御所市幸町233-1　TEL  0745-60-8840

有限会社藤本商事 ０２９０３１７３５３７ 〒　634-0008 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 28日 奈良県橿原市十市町
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和5年 8月 27日 834番地の5
（代表取締役　藤本　伸志） (TEL)  0744-21-0576 (連絡先)　奈良県橿原市十市町834番地の5　TEL  0744-21-0576
藤原　明博 ０２９０５２１９１５８ 〒　638-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 18日 奈良県吉野郡大淀町大字下渕
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 17日 1320番地の5
(TEL)  0747-52-3337 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字下渕1320番地5　TEL  0747-52-3337

株式会社プランニングモリタ ０２９０４２２１６５３ 〒　630-0101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 28日 奈良県生駒市高山町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 27日 9431番地
（代表取締役　森田　アメリア） (TEL)  0743-71-1412 (連絡先)　奈良県生駒市高山町9431番地　TEL  0743-71-1412
株式会社古市工務店 ０２９０３１５７３１２ 〒　634-0845 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 26日 奈良県橿原市中曽司町
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 25日 80番地の5
（代表取締役　古市　恵美子） (TEL)  0744-24-0415 (連絡先)　奈良県橿原市中曽司町80番地の5　TEL  0744-24-0415
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
古澤　英三 ０２９０２１２９７８０ 〒　635-0071 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(古澤商店) 令和3年 9月 5日 奈良県大和高田市大字築山
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 4日 341番地9
(TEL)  0745-53-2335 (連絡先)　奈良県大和高田市大字築山341番地9　TEL  0745-53-2335

有限会社平和運輸 ０２９０３０７１９８６ 〒　633-0043 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 30日 奈良県桜井市大字高田
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 29日 172番地の4
（代表取締役　山口　滋） (TEL)  0744-45-1537 (連絡先)　奈良県桜井市大字高田172番地の4　TEL  0744-45-1537
平和建設株式会社 ０２９０５１６８９５７ 〒　639-3807 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 5日 奈良県吉野郡下北山村大字下桑原
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 4日 586番地の1
（代表取締役　吉川　文雄） (TEL)  07468-6-0612 (連絡先)　奈良県吉野郡下北山村大字下桑原586番地の1　TEL  07468-6-0612
株式会社鳳羽電設 ０２９０６２０３７４０ 〒　637-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 15日 奈良県五條市出屋敷町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 11月 14日 361番10
（代表取締役　森村　治樹） (TEL)  0747-26-0358 (連絡先)　奈良県五條市出屋敷町361番10　TEL  0747-26-0358
株式会社邦畿開発 ０２９０２１７４４５３ 〒　635-0833 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 5日 奈良県北葛城郡広陵町馬見南
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 3月 4日 一丁目8番10号
（代表取締役　明石　勝彦） (TEL)  0745-54-1088 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町馬見南一丁目8番10号　TEL  0745-54-1088
株式会社豊国 ０２９０２０８４０３４ 〒　633-0053 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 15日 奈良県北葛城郡河合町池部
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 14日 二丁目7番5号
（代表取締役　山本　成己） (TEL)  0745-57-1502 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町池部二丁目7番5号　TEL  0745-57-1502
株式会社ホウワ ０２９０４１４０７２８ 〒　639-1115 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 3月 3日 奈良県大和郡山市横田町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 3月 2日 595番地の1
（代表取締役　北森　康史） (TEL)  0743-57-8000 (連絡先)　奈良県大和郡山市横田町595番地の1　TEL  0743-57-8000
有限会社ホームエコテック ０２９０２１８５４９５ 〒　639-0214 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 5日 奈良県北葛城郡上牧町上牧
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 4日 2741番地の3
（代表取締役　蒲池　捷義） (TEL)  0745-71-3020 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町上牧2741番地の3　TEL  0745-71-3020
有限会社星原組 ０２９０４１５１１０１ 〒　636-0936 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 16日 奈良県生駒郡平群町大字福貴
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 15日 680番地の2
（取締役　松原　信司） (TEL)  0745-45-8644 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町大字福貴680番地の2　TEL  0745-45-8644
細川　秀樹 ０２９０３１８８９９０ 〒　633-0082 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 25日 奈良県桜井市大字巻野内
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る) 

令和8年 5月 24日 289番地
(TEL)  0744-43-6988 (連絡先)　奈良県桜井市大字巻野内289番地　TEL  0744-43-6988
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社細川商会 ０２９０２２１６０５４ 〒　639-0271 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 5日 奈良県葛城市加守
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 4日 982番1
（代表取締役　細川　喜伸） (TEL)  0745-76-4648 (連絡先)　奈良県葛城市加守982番1　TEL  0745-76-4648
株式会社ホソカワ土木 ０２９０２１６８９５８ 〒　639-2268 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 5日 奈良県御所市大字船路
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 4日 28番地
（代表取締役　細川　成樹） (TEL)  0745-66-0310 (連絡先)　奈良県御所市大字船路28番地　TEL  0745-66-0310
堀内　行雄 ０２９０６１３８１７１ 〒　637-0104 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(堀内建設) 令和4年 9月 14日 奈良県五條市西吉野町屋那瀬
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 13日 20番地
(TEL)  0747-32-0140 (連絡先)　奈良県五條市西吉野町屋那瀬20番地　TEL  0747-32-0140

株式会社堀内建設 ０２９０３１４２６８４ 〒　636-0202 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 5月 21日 奈良県磯城郡川西町大字結崎
プ (石綿除)、木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 20日 220番地
（代表取締役　堀内　敏生） (TEL)  0745-44-4823 (連絡先)　奈良県磯城郡川西町大字結崎220番地　TEL  0745-44-4823
株式会社堀川組 ０２９０３０８５４２９ 〒　634-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 31日 奈良県橿原市曽我町
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 30日 168番地の3
（代表取締役　赤迫　詳司） (TEL)  0744-23-5012 (連絡先)　奈良県橿原市曽我町168番地の3　TEL  0744-23-5012
株式会社堀川土木建設工業 ０２９０４０７０２２１ 〒　639-1024 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 13日 奈良県大和郡山市南井町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 12日 65番地の4
（代表取締役　堀川　誠司） (TEL)  0743-56-3383 (連絡先)　奈良県大和郡山市南井町65番地の4　TEL  0743-56-3383
堀口重機建設株式会社 ０２９０２１１６９０１ 〒　635-0815 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 11日 奈良県北葛城郡広陵町大字古寺
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 10日 261番地の2
（代表取締役　堀口　清） (TEL)  0745-56-2535 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字古寺261番地の2　TEL  0745-56-2535
堀田　聖美 ０２９０５２１１９００ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 28日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 27日 2182番地　平畑第1町営住宅32号
(TEL)  0747-52-8814 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2182番地　平畑第1町営住宅32号　TEL  0747-52-

本多トレーディング株式会社 ０２９０２２０５２５７ 〒　639-0231 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 1日 奈良県香芝市下田西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 1月 31日 二丁目278番地の12
（代表取締役　本多　一郎） (TEL)  0745-71-5307 (連絡先)　奈良県香芝市下田西二丁目278番地の12　TEL  0745-71-5307
有限会社前川重機建材 ０２９０４０８０４００ 〒　632-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 15日 奈良県天理市富堂町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 14日 297番地の10
（代表取締役　前川　梨江） (TEL)  0743-63-5800 (連絡先)　奈良県天理市富堂町297番地の10　TEL  0743-63-5800
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社マエダ ０２９０４１７８８９９ 〒　639-1036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 5日 奈良県大和郡山市額田部寺町
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 4日 15番地の1
（代表取締役　前田　憲彦） (TEL)  0743-56-5106 (連絡先)　奈良県大和郡山市額田部寺町15番地の1　TEL  0743-56-5106
前根　勉 ０２９０６１３８１７２ 〒　637-0037 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(前根建設) 令和4年 9月 14日 奈良県五條市野原中
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 13日 3丁目4番19号
(TEL)  0747-22-6010 (連絡先)　奈良県五條市野原中3丁目345-7　TEL  0747-22-6010

牧岡　将也 ０２９０４２２４０１２ 〒　639-1032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 8日 奈良県大和郡山市池沢町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 7日 337番地31
(TEL)  0743-89-2175 (連絡先)　奈良県大和郡山市池沢町337番地31　TEL  0743-89-2175

株式会社牧野工務店 ０２９０３１３２７０２ 〒　633-0082 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 28日 奈良県桜井市大字巻野内
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 27日 58番地の5
（代表取締役　牧野　吉秀） (TEL)  0744-46-1757 (連絡先)　奈良県桜井市大字巻野内58番地の5　TEL  0744-46-1757
株式会社ＭＡＫＯＴＯ ０２９０４１４８７６１ 〒　630-2341 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 20日 奈良県山辺郡山添村大字遅瀬
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 19日 1120番地の2
（代表取締役　飯田　誠一） (TEL)  0743-85-1080 (連絡先)　奈良県山辺郡山添村大字遅瀬1120番地の2　TEL  0743-85-1080
マコトインターナショナル株式会社 ０２９０２２２６３４８ 〒　639-0217 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 13日
奈良県北葛城郡上牧町大字中筋出
作

汚 (水ば除)、油 、ア (水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 12日 234番地1
（代表取締役　池田　誠治） (TEL)  0745-71-6601 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町大字中筋出作234番地1　TEL  0745-71-6601
株式会社誠建設 ０２９０５１８４３５０ 〒　639-3117 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 15日 奈良県吉野郡吉野町大字左曽
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 14日 464番地の3
（代表取締役　坂本　誠司） (TEL)  0746-32-2895 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字左曽464番地の3　TEL  0746-32-2895
株式会社真通信工業 ０２９０３２０２４０６ 〒　634-0813 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 15日 奈良県橿原市四条町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 8月 14日 373番地3サニーコート四条203
（代表取締役　増田　真一） (TEL)  0744-35-2115 (連絡先)　奈良県橿原市四条町373番地3サニーコート四条203　TEL  0744-35-2115
升木　泰宏 ０２９０３２２７６０３ 〒　634-0844 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 2日 奈良県橿原市土橋町
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 1日 216番地の10
(TEL)  080-5737-4905 (連絡先)　奈良県橿原市土橋町216番地の10　TEL  080-5737-4905

増田　忠生 ０２９０３１７５８２５ 〒　633-2101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(増田建材) 平成31年 1月 29日 奈良県宇陀市大宇陀五津
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 1月 28日 141番地の3
(TEL)  0745-88-9353 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀五津141番地の3　TEL  0745-88-9353
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
枡田　美喜雄 ０２９０４０５５７０５ 〒　639-1054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(枡田商事) 平成30年 12月 17日 奈良県大和郡山市新町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 12月 16日 626番地11
(TEL)  0743-53-8884 (連絡先)　奈良県大和郡山市新町626番地11　TEL  0743-53-8884

増田　泰典 ０２９０３２０９５３６ 〒　636-0304 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 18日 奈良県磯城郡田原本町大字十六面
工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 17日 39番地の11
(TEL)  0744-32-8252 (連絡先)　奈良県大和高田市市場575-2　TEL  0744-32-8252

株式会社増田環境 ０２９０２２３０３６３ 〒　635-0022 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 11日 奈良県大和高田市日之出町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 10日 3番17号
（代表取締役　増田　健） (TEL)  0745-52-5007 (連絡先)　奈良県大和高田市日之出町3番17号　TEL  0745-52-5007
枡谷　光浩 ０２９０３１８５５２４ 〒　633-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(枡谷建材) 令和3年 8月 31日 奈良県桜井市大字外山
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 8月 30日 1646番地の2
(TEL)  0744-35-6107 (連絡先)　奈良県桜井市大字外山1646番地の2　TEL  0744-35-6107

松井　進 ０２９０３１８８０３７ 〒　634-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(橿原造園) 令和3年 3月 25日 奈良県橿原市大久保町
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 24日 354番地
(TEL)  0744-22-3486 (連絡先)　奈良県橿原市大久保町354番地　TEL  0744-22-3486

松井　勝正 ０２９０４１２０７０８ 〒　630-0246 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 15日 奈良県生駒市西松ヶ丘
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 14日 25番31号
(TEL)  0743-74-3732 (連絡先)　奈良県生駒市西松ヶ丘25番31号　TEL  0743-74-3732

松井　謙至 ０２９０２０４３１６１ 〒　639-0235 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(あい和商事) 令和3年 10月 3日 奈良県香芝市良福寺
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 2日 145番地1
(TEL)  0745-76-6461 (連絡先)　奈良県香芝市良福寺145番地1　TEL  0745-76-6461

松岡　俊昭 ０２９０５１４７６４７ 〒　639-3118 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(松岡設備) 平成31年 3月 24日 奈良県吉野郡吉野町大字橋屋
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 3月 23日 200番地の3
(TEL)  0746-32-5302 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字橋屋200番地の3　TEL  0746-32-5302

松岡　克美 ０２９０５１２８１４３ 〒　639-3113 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(松岡水道ポンプ店) 令和3年 5月 25日 奈良県吉野郡吉野町大字飯貝
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 24日 216番地の1
(TEL)  07463-2-3796 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字飯貝216番地の1　TEL  07463-2-3796

有限会社松川組 ０２９０２０６０５９３ 〒　639-2306 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 8月 30日 奈良県御所市大字三室
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 29日 639番地の1
（代表取締役　松川　常宏） (TEL)  0745-62-3967 (連絡先)　奈良県御所市大字三室639番地の1　TEL  0745-62-3967
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社松建 ０２９０５１３４０８６ 〒　638-0841 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 2日 奈良県吉野郡大淀町大字今木
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 1日 1402番地の3
（代表取締役　松本　誠） (TEL)  0745-67-1935 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字今木1402番地の3　TEL  0745-67-1935
株式会社松下組 ０２９０３２２７８２９ 〒　633-0079 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 27日 奈良県桜井市大字豊田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 26日 301番地の3
（代表取締役　西岡　由貴） (TEL)  0744-43-7625 (連絡先)　奈良県桜井市大字豊田301番地の3　TEL  0744-43-7625
マツダ建材株式会社 ０２９０３１８８１０８ 〒　634-0813 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 12日 奈良県橿原市四条町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 4月 11日 4番地の1
（代表取締役　松田　七彦） (TEL)  0744-22-4031 (連絡先)　奈良県橿原市四条町4番地の1　TEL  0744-22-4031
株式会社松田建設 ０２９０４１３３７０７ 〒　636-0131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 2日 奈良県生駒郡斑鳩町服部
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 4月 1日 二丁目22番15号
（代表取締役　松田　るみ子） (TEL)  0745-75-6758 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町服部二丁目22番15号　TEL  0745-75-6758
マツダ工業株式会社 ０２９０２１７４３８８ 〒　635-0052 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 17日 奈良県大和高田市大字奥田
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 16日 462番地の3
（代表取締役　松田　晴充） (TEL)  0745-51-6116 (連絡先)　奈良県大和高田市大字奥田462番地の3　TEL  0745-51-6116
松田　徹哉 ０２９０３１３０１９８ 〒　634-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大奈開発) 令和3年 9月 14日 奈良県橿原市西池尻町
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、
金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 9月 13日 90番地の1　ロジュマント千塚501
(TEL)  0744-28-2203 (連絡先)　奈良県御所市戸毛873-3　TEL  0744-28-2203

松田電気工業株式会社 ０２９０２１６２４１０ 〒　635-0064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 27日 奈良県大和高田市栄町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 26日 4番33号

（代表取締役　奥村　雅英） (TEL)  0745-52-1115
(連絡先)　大阪府大阪市浪速区桜川4-8-1、奈良県奈良市神殿町698-3、大和高田市栄町4-
33、春日町2-4-28　TEL  0745-52-1115

松長　正夫 ０２９０２１０１９８４ 〒　635-0022 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(松長商店) 令和5年 2月 3日 奈良県大和高田市日之出町
プ (石綿除)、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 2日 15番29号
(TEL)  0745-52-5567 (連絡先)　奈良県大和高田市日之出町15番29号　TEL  0745-52-5567

株式会社松葉工業 ０２９０４０６５５２５ 〒　636-0122 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 10日 奈良県生駒郡斑鳩町阿波
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 9日 二丁目4番3号
（代表取締役　山本　昭雄） (TEL)  0745-74-0128 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町阿波二丁目4番3号　TEL  0745-74-0128
株式会社松寿エンジニアリング ０２９０３１１４２０２ 〒　634-0834 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 15日 奈良県橿原市雲梯町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 14日 896番地2
（代表取締役　松馬　康宏） (TEL)  0744-22-1122 (連絡先)　奈良県橿原市雲梯町896番地2　TEL  0744-22-1122
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
松平建設株式会社 ０２９０３１６４８０４ 〒　634-0827 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 23日 奈良県橿原市光陽町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 22日 217番地の1
（代表取締役　南村　政廣） (TEL)  0744-28-8839 (連絡先)　奈良県橿原市光陽町217番地の1　TEL  0744-28-8839
株式会社松村組 ０２９０３１９１４４５ 〒　634-0832 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 1日 奈良県橿原市五井町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 31日 81番地
（代表取締役　松村　正浩） (TEL)  0744-22-3789 (連絡先)　奈良県橿原市五井町81番地　TEL  0744-22-3789
株式会社松村建設 ０２９０２１５９４３６ 〒　635-0036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 26日 奈良県大和高田市旭北町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 25日 9番14-2号
（代表取締役　松村　佐知子） (TEL)  0745-25-0015 (連絡先)　奈良県大和高田市旭北町9番14-2号　TEL  0745-25-0015
松本　浩二 ０２９０５１４６５２３ 〒　639-3125 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(勇起衛生) 平成31年 3月 17日 奈良県吉野郡大淀町大字北野
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 16日 1913番地の14
(TEL)  0746-32-8568 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町北野1913番地の14　TEL  0746-32-8568

松本　秀雄 ０２９０６１７８８９５ 〒　637-0042 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(太陽建設) 令和1年 8月 19日 奈良県五條市五條
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 8月 18日 3丁目6番18号
(TEL)  0747-23-2681 (連絡先)　奈良県五條市五條3丁目6番18号　TEL  0747-23-2681

松本　実 ０２９０４２１００６７ 〒　632-0083 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 26日 奈良県天理市稲葉町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 
(石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 7月 25日 193番地
(TEL)  090-8795-2143 (連絡先)　奈良県天理市稲葉町193番地　TEL  090-8795-2143

松本　泰佳 ０２９０３２１８６３９ 〒　633-0079 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(松本組) 令和2年 12月 14日 奈良県桜井市大字豊田
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 12月 13日 320番地
(TEL)  0744-43-5658 (連絡先)　奈良県桜井市大字豊田320番地　TEL  0744-43-5658

松本　吉央 ０２９０３１７５８２７ 〒　633-0085 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(マツモト電器) 平成31年 1月 29日 奈良県桜井市大字東田
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和6年 1月 28日 129番地の4
(TEL)  0744-42-5416 (連絡先)　奈良県桜井市大字東田129番地の4　TEL  0744-42-5416

松本　竜昭 ０２９０２１５０９８５ 〒　639-2111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(松本建設) 令和1年 9月 14日 奈良県葛城市柿本
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 13日 197番地1
(TEL)  0745-69-7717 (連絡先)　奈良県葛城市柿本197番地1　TEL  0745-69-7717

株式会社松本興業 ０２９０４０４２７９７ 〒　639-1119 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 30日 奈良県大和郡山市発志院町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 29日 151番地
（代表取締役　松本　年裕） (TEL)  0743-56-1395 (連絡先)　奈良県大和郡山市発志院町151番地　TEL  0743-56-1395
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社松本工業所 ０２９０４２１６４２９ 〒　636-0152 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 18日 奈良県生駒郡斑鳩町龍田四丁目
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 17日 8番20号
（代表取締役　松本　龍也） (TEL)  0745-75-0871 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町龍田四丁目8番20号　TEL  0745-75-0871
有限会社松本清掃社 ０２９０４００５４３２ 〒　639-1101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

※優良認定 令和1年 8月 10日 奈良県大和郡山市下三橋町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 8月 9日 420番地の26
（代表取締役　松本　清信） (TEL)  0743-53-5211 (連絡先)　奈良県大和郡山市下三橋町420番地26　TEL  0743-53-5211
株式会社松吉組 ０２９０３１１３５７５ 〒　634-0844 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 9日 奈良県橿原市土橋町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 8日 170番地の3
（代表取締役　松田　充玄） (TEL)  0744-22-1531 (連絡先)　奈良県橿原市土橋町170番地の3　TEL  0744-22-1531
松好建設株式会社 ０２９０３１３０２３２ 〒　634-0111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 14日 奈良県高市郡明日香村大字岡
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 9月 13日 580番地
（代表取締役　松本　好清） (TEL)  0744-54-2659 (連絡先)　奈良県高市郡明日香村大字岡580番地　TEL  0744-54-2659
馬水　安行 ０２９０２１４７６４５ 〒　635-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(馬水電気工業) 平成31年 3月 25日 奈良県北葛城郡広陵町馬見北
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 3月 24日 3丁目10番17号
(TEL)  0745-55-0363 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町馬見北3丁目10番17号　TEL  0745-55-0363

合同会社マリアリッチ ０２９０４２１８５３０ 〒　639-1058 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 1月 4日 奈良県大和郡山市馬司町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 1月 3日 50-3
（代表社員　小澤　基樹） (TEL)  090-2044-4969 (連絡先)　奈良県大和郡山市馬司町50-3　TEL  090-2044-4969
有限会社丸中開発 ０２９０３１８０７６７ 〒　634-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 22日 奈良県橿原市大久保町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、動 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 12月 21日 454番地3
（代表取締役　中島　卓也） (TEL)  0744-22-8018,0745-48- (連絡先)　奈良県橿原市大久保町454番地3　TEL  0744-22-8018,0745-48-2789
有限会社丸本建材 ０２９０３１８５１１９ 〒　636-0213 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 13日 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 10月 12日 227番地の1
（取締役　丸本　雅則） (TEL)  0745-43-3618 (連絡先)　奈良県磯城郡三宅町大字伴堂227番地の1　TEL  0745-43-3618
丸山カーゴ株式会社 ０２９０６１７０７４６ 〒　637-0036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 22日 奈良県五條市野原西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 21日 一丁目2番9号
（代表取締役　丸山　泰登美） (TEL)  0747-23-0700 (連絡先)　奈良県五條市野原西一丁目2番9号　TEL  0747-23-0700
株式会社丸山土木 ０２９０２０３００８８ 〒　639-2311 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 20日 奈良県御所市大字小林
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 8月 19日 263番地の1
（代表取締役　丸山　まゆみ） (TEL)  0745-62-4434 (連絡先)　奈良県御所市大字小林263番地の1　TEL  0745-62-4434
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社丸義 ０２９０３２１６６８１ 〒　634-0031 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 13日 奈良県橿原市上飛騨町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 
(石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 12日 7番地
（代表取締役　丸　奈緒美） (TEL)  0744-24-8536 (連絡先)　奈良県橿原市上飛騨町7番地　TEL  0744-24-8536
株式会社マルヨシ環境 ０２９０３１９６０３７ 〒　635-0121 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 4日 奈良県高市郡高取町大字丹生谷
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 3日 67番地の3
（代表取締役　田中　一人） (TEL)  0745-67-2352 (連絡先)　奈良県高市郡高取町大字丹生谷67番地の3　TEL  0745-67-2352
萬慶工業株式会社 ０２９０２２２７５９９ 〒　639-0255 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 6日 奈良県香芝市関屋
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 5月 5日 848番地15
（代表取締役　萬慶　卓也） (TEL)  0745-77-0277 (連絡先)　奈良県香芝市田尻462番地10　TEL  0745-77-0277
有限会社萬鐘化工 ０２９０３１２６４２０ 〒　633-0041 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 3日 奈良県桜井市大字上之庄
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 2日 783番地の5
（代表取締役　林　相九） (TEL)  0744-43-4098 (連絡先)　奈良県桜井市大字上之庄783番地の5　TEL  0744-43-4098
万都商事株式会社 ０２９０２１５４９０４ 〒　635-0824 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 1日 奈良県北葛城郡広陵町大字疋相
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 1月 31日 187番地
（代表取締役　野村　隆彦） (TEL)  0745-55-0523 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字疋相187番地　TEL  0745-55-0523
株式会社マンヨー ０２９０３２１５４５９ 〒　634-0822 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 28日 奈良県橿原市鳥屋町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 27日 1番25号
（代表取締役　吉川　智也） (TEL)  0744-46-9908 (連絡先)　奈良県橿原市鳥屋町1番25号　TEL  0744-46-9908
美騎環境開発株式会社 ０２９０２１８３９０２ 〒　636-0073 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 19日 奈良県北葛城郡河合町広瀬台
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 11月 18日 一丁目12番地5
（代表取締役　藤岡　隆子） (TEL)  0745-32-3288 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町広瀬台一丁目12番地5　TEL  0745-32-3288
株式会社ミクニ開発 ０２９０３１７５６５９ 〒　634-0064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 10日 奈良県橿原市見瀬町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 2月 9日 696番地の1
（代表取締役　菊川　光康） (TEL)  0744-51-0392 (連絡先)　奈良県橿原市見瀬町696番地の1　TEL  0744-51-0392
株式会社三国建設 ０２９０４０３５４５９ 〒　632-0079 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 30日 奈良県天理市田町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 29日 193番地3
（代表取締役　安西  徳人） (TEL)  0743-63-2111 (連絡先)　奈良県天理市田町193番地3　TEL  0743-63-2111
有限会社三椙運輸 ０２９０２１１３９３０ 〒　639-2302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 14日 奈良県御所市大字東松本
燃 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 12月 13日 325番地の9
（取締役　椙本　剛行） (TEL)  0745-63-1214 (連絡先)　奈良県御所市大字東松本325番地の9　TEL  0745-63-1214
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社水口組 ０２９０５１６８９４０ 〒　638-0311 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 11月 2日 奈良県吉野郡天川村大字沖金
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 1日 74番地の3
（代表取締役　水口　奈津美） (TEL)  0747-63-0273 (連絡先)　奈良県吉野郡天川村大字沖金74番地の3　TEL  0747-63-0273
株式会社水野組 ０２９０２０１５９３８ 〒　636-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 6月 23日 奈良県北葛城郡河合町大字西穴闇
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 22日 440番1
（代表取締役　水野　光浩） (TEL)  0745-57-2559 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字西穴闇440番1　TEL  0745-57-2559
三谷　輝昌 ０２９０３１６８９４１ 〒　633-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(三谷建設) 令和4年 11月 8日 奈良県桜井市朝倉台東
プ (石綿除)、木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 11月 7日 7丁目596番地の93
(TEL)  0744-43-5178 (連絡先)　奈良県桜井市朝倉台東7丁目596番地の93　TEL  0744-43-5178

光永　貴弘 ０２９０４２００９４７ 〒　639-1160 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(光永商店) 平成30年 9月 14日 奈良県大和郡山市北郡山町
油 、ア (水ば除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 13日
311番地7　エル・フィールド大和
郡山403号

(TEL)  0743-53-3713
(連絡先)　奈良県大和郡山市北郡山町311番地7　エル・フィールド大和郡山403号　TEL  
0743-53-3713

みどりサービス株式会社 ０２９０３１７３６１９ 〒　636-0311 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 25日 奈良県磯城郡田原本町大字八尾
プ (石綿除)、木 、金 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 24日 612番地の8
（代表取締役　加世堂　等） (TEL)  0744-33-1342 (連絡先)　奈良県天理市武蔵町322-1　TEL  0744-33-1342
株式会社美並建設 ０２９０４２０５５２９ 〒　632-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 15日 奈良県天理市櫟本町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 2月 14日 2782番地28
（代表取締役　美並　孝一） (TEL)  0743-65-3308 (連絡先)　奈良県天理市櫟本町2782番地28　TEL  0743-65-3308
南工業株式会社 ０２９０５２２４７６８ 〒　639-3117 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 22日 奈良県吉野郡吉野町大字佐々羅
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 21日 166番地の5
（代表取締役　南　典孝） (TEL)  0746-39-9202 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字佐々羅166番地の5　TEL  0746-39-9202
株式会社南工務店 ０２９０５１３６３３８ 〒　639-3111 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 14日 奈良県吉野郡吉野町大字上市
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 13日 2294番地の14
（代表取締役　南　達人） (TEL)  0746-32-5225 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字上市2294番地の14　TEL  0746-32-5225
ミナミサービス株式会社 ０２９０３２２３５４４ 〒　633-0062 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 9月 17日 奈良県桜井市大字東新堂
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 16日 307番地の8
（代表取締役　南　秀紀） (TEL)  0744-55-1246 (連絡先)　奈良県桜井市大字粟殿1025-9　TEL  0744-55-1246
南田　進 ０２９０４１５７６８７ 〒　636-0822 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(大和建材) 令和3年 1月 7日 奈良県生駒郡三郷町立野南
汚 (水ば除)、木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 1月 6日 1丁目12番5号
(TEL)  0745-73-7349 (連絡先)　奈良県生駒郡三郷町立野南1丁目12番5号　TEL  0745-73-7349
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
南野　恵久 ０２９０２１７１７００ 〒　639-2312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 3日 奈良県御所市大字櫛羅
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 6月 2日 240番地の30
(TEL)  0745-65-2857 (連絡先)　奈良県御所市大字櫛羅240番地の30　TEL  0745-65-2857

株式会社南村組 ０２９０３０５４１３２ 〒　634-0827 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 10月 10日 奈良県橿原市光陽町
プ (石綿含)、紙 、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 9日 215番地
（代表取締役　南村　清信） (TEL)  0744-28-8820 (連絡先)　奈良県橿原市光陽町215番地　TEL  0744-28-8820
南大和環境株式会社 ０２９０２１２７４９９ 〒　639-2277 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 22日 奈良県御所市室
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、
金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 21日 54番地の2の1
（代表取締役　奥本　勝） (TEL)  0745-65-0051 (連絡先)　奈良県御所市室54番地の2の1　TEL  0745-65-0051
源開発株式会社 ０２９０２０４２４１８ 〒　639-0225 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 7日 奈良県香芝市瓦口
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 6日 2185番地
（代表取締役　笹井　真由美） (TEL)  0745-71-5678 (連絡先)　奈良県香芝市瓦口2185番地　TEL  0745-71-5678
三村　正和 ０２９０２１６６２９９ 〒　639-0264 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 14日 奈良県香芝市今泉
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 13日 469番地32
(TEL)  0745-70-5689 (連絡先)　奈良県香芝市今泉469番地32　TEL  0745-70-5689

株式会社宮川施工管理 ０２９０５１９０９８５ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 7日 奈良県吉野郡大淀町大字越部
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 6日 42番4
（代表取締役　宮川　成佳） (TEL)  0747-52-0431 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字越部42番4　TEL  0747-52-0431
宮後　和芳 ０２９０３１５０２４９ 〒　635-0825 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(新世紀電設) 令和1年 7月 30日 奈良県北葛城郡広陵町大字安部
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和6年 7月 29日 145番地14
(TEL)  0745-43-9828 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字安部145番地14　TEL  0745-43-9828

株式会社宮﨑組 ０２９０３０５２３９３ 〒　636ｰ0202 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 26日 奈良県磯城郡川西町大字結崎
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 25日 489番地の10
（代表取締役　宮﨑　昭一） (TEL)  0745-44-4588 (連絡先)　奈良県磯城郡川西町大字下永28番地　TEL  0745-44-4588
株式会社宮崎組 ０２９０２０７１３６４ 〒　639-2331 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 19日 奈良県御所市大字南郷
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 18日 41番地
（代表取締役　宮﨑　正宏） (TEL)  0745-66-0333 (連絡先)　奈良県御所市大字南郷41番地　TEL  0745-66-0333
宮﨑建設株式会社 ０２９０４１１８４２４ 〒　636-0123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 9日 奈良県生駒郡斑鳩町興留
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 8日 二丁目3番21号
（代表取締役　辰己　誠治） (TEL)  0745-74-4555 (連絡先)　奈良県生駒郡斑鳩町興留二丁目3番21号　TEL  0745-74-4555
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
宮地　秀樹 ０２９０２１４２５００ 〒　635-0065 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(宮地工業) 平成30年 5月 23日 奈良県大和高田市東中
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 5月 22日 2丁目14番1号
(TEL)  0745-22-1082 (連絡先)　奈良県大和高田市東中二丁目14番1号　TEL  0745-22-1082

株式会社宮下興業 ０２９０３１６４８０５ 〒　634-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 2月 23日 奈良県橿原市大久保町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 2月 22日 101番地の22
（代表取締役　𠮷川　正美） (TEL)  0744-28-8703 (連絡先)　奈良県橿原市大久保町101番地の22　TEL  0744-28-8703
宮西建材株式会社 ０２９０４０５０１４０ 〒　630-0101 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 28日 奈良県生駒市高山町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 27日 10676番地の2
（代表取締役　宮西　隆雄） (TEL)  0743-79-0332 (連絡先)　奈良県生駒市高山町10572-1　TEL  0743-79-0332
株式会社三山道路 ０２９０３２３２８５７ 〒　634-0008 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 16日 奈良県橿原市十市町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 15日 992番地の1
（代表取締役　島岡　正史） (TEL)  0744-35-2750 (連絡先)　奈良県橿原市十市町992番地の1　TEL  0744-35-2750
三輪工業株式会社 ０２９０３０７３６２６ 〒　636-0312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 17日 奈良県磯城郡田原本町新町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 16日 35番地の4
（代表取締役　辻中　正人） (TEL)  0744-33-1771 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町新町35番地の4　TEL  0744-33-1771
株式会社ムカイ建設 ０２９０５１９９１７５ 〒　638-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 23日 奈良県吉野郡大淀町大字佐名伝
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 22日 298番地
（代表取締役　向居　秀樹） (TEL)  0747-52-5277 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字佐名伝298番地　TEL  0747-52-5277
株式会社向谷重機建材 ０２９０３２３２７７９ 〒　633-0077 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 2月 16日 奈良県桜井市大字大西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 15日 399番地の3
（代表取締役　向谷　忍） (TEL)  0744-43-8226 (連絡先)　奈良県桜井市大字大西399番地の3　TEL  0744-43-8226
株式会社椋本工務店 ０２９０６１２２１４９ 〒　637-0092 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 17日 奈良県五條市岡町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 16日 2392番地
（代表取締役　椋本　純央） (TEL)  0747-24-2568 (連絡先)　奈良県五條市岡町2392番地　TEL  0747-24-2568
村井　康祐 ０２９０４１４４４２１ 〒　632-0063 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(村井建設) 平成30年 9月 2日 奈良県天理市西長柄町
プ (石綿含)、紙 、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 1日 263番地2
(TEL)  0743-66-2772 (連絡先)　奈良県天理市西長柄町263番地2　TEL  0743-66-2772

村本道路株式会社 ０２９０２０３６５８６ 〒　635-0822 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 7日 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾
プ (石綿除)、木 、金 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 6日 11番地の1
（代表取締役　南條　秀和　） (TEL)  0745-55-1072 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字平尾11番地の1　TEL  0745-55-1072
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社名阪設備 ０２９０４１２６９８９ 〒　632-0011 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 24日 奈良県天理市石上町 プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
令和8年 4月 23日 607番地の1

（代表取締役　菅野　清正） (TEL)  0743-65-2566 (連絡先)　奈良県天理市石上町607番地の1　TEL  0743-65-2566
株式会社ＭＥＩＨＯＵ ０２９０５１４２９８０ 〒　638-0822 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 11日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、
ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 6月 10日 1745番地の8
（代表取締役　岡西　明博） (TEL)  0747-54-5088 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本1745番地の8　TEL  0747-54-5088
目取真　アベル ０２９０３２１７５６６ 〒　634-0826 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 28日 奈良県橿原市川西町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 27日 148番地　県住Ｂ3-404号
(TEL)  0744-27-2668 (連絡先)　奈良県橿原市川西町148番地　県住Ｂ3-404号　TEL  0744-27-2668

株式会社メベック ０２９０３１５１７３２ 〒　633-0315 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 27日 奈良県宇陀市室生大野
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 26日 2141番地の1
（代表取締役　的場　剛） (TEL)  0745-92-3311 (連絡先)　奈良県宇陀市室生大野2141番地の1　TEL  0745-92-3311
株式会社本村建設 ０２９０２１３１３８７ 〒　639-0241 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 5日 奈良県香芝市高
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 1月 4日 202番地の12
（代表取締役　本村　秀信） (TEL)  0745-43-6235 (連絡先)　奈良県香芝市高202番地の12　TEL  0745-43-6235
森井　保幸 ０２９０２１６８４８４ 〒　639-0226 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(日之出水道工業所) 令和4年 10月 1日 奈良県香芝市五位堂
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 30日 四丁目232番地8
(TEL)  0745-77-4013 (連絡先)　奈良県香芝市五位堂四丁目232番地の8　TEL  0745-77-4013

株式会社モリーブン ０２９０２０７９５１６ 〒　635-0002 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 28日 奈良県大和高田市土庫
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 27日 二丁目4番30号
（代表取締役　森　三枝） (TEL)  0745-25-2121 (連絡先)　奈良県大和高田市土庫2丁目4番30号　TEL  0745-25-2121
森岡　聖児 ０２９０２２１６６６７ 〒　639-0211 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 13日 奈良県北葛城郡上牧町滝川台
汚 (水ば除)、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 12日 1丁目21番6号
(TEL)  0745-77-0867 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町滝川台1丁目21番6号　TEL  0745-77-0867

株式会社森岡組 ０２９０６０７４１２１ 〒　637-0014 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 19日 奈良県五條市住川町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 18日 91番地の5
（代表取締役　川田　昌宏） (TEL)  0747-23-5111 (連絡先)　奈良県五條市住川町91番地の5　TEL  0747-23-5111
有限会社森川産業 ０２９０２０８６１７３ 〒　635-0822 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 5日 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 4日 639番地3
（取締役　森川　和則） (TEL)  0745-54-6530 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字平尾639番地3　TEL  0745-54-6530
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
森口　清信 ０２９０３０１２４４７ 〒　634-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(森信建材) 平成30年 12月 15日 奈良県橿原市醍醐町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 12月 14日 43番地の5
(TEL)  0744-23-9120 (連絡先)　奈良県橿原市醍醐町43番地の5　TEL  0744-23-9120

有限会社森口商店 ０２９０３１５１１３１ 〒　634-0845 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 24日 奈良県橿原市中曽司町
木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 23日 218番地の2
（代表取締役　森口　誠） (TEL)  0744-21-0477 (連絡先)　奈良県橿原市中曽司町218番地の2　TEL  0744-21-0477
株式会社森健環境 ０２９０２０６２３３４ 〒　636-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 1日 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 6月 30日 494番地1
（代表取締役　森嶋　與里子） (TEL)  0745-57-0258 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町大字穴闇494番地1　TEL  0745-57-0258
有限会社森建築板金工業 ０２９０２１１２１５１ 〒　635-0002 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 5日 奈良県大和高田市土庫
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 4日 二丁目4番28号
（代表取締役　森　亮介） (TEL)  0745-22-8883 (連絡先)　奈良県大和高田市土庫2丁目4番28号　TEL  0745-22-8883
株式会社森下組 ０２９０５１２０５３０ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 18日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 8月 17日 1589番地
（代表取締役　森下　秀城） (TEL)  0747-52-3535 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本1589番地　TEL  0747-52-3535
森下住設株式会社 ０２９０４１４９１０８ 〒　639-1016 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 25日 奈良県大和郡山市城南町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 24日 5番37号
（代表取締役　森下　美千代） (TEL)  0743-53-2277 (連絡先)　奈良県大和郡山市城南町5番37号　TEL  0743-53-2277
森嶋　泰史 ０２９０４２１３６０５ 〒　632-0084 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(森嶋建材) 令和2年 2月 5日 奈良県天理市嘉幡町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 4日 533番地　嘉幡団地25号
(TEL)  0743-64-1525 (連絡先)　奈良県天理市嘉幡町531番地8　TEL  0743-64-1525

森商店株式会社 ０２９０２２１０９５７ 〒　635-0086 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 30日 奈良県大和高田市南本町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 29日 5番11号
（代表取締役　元廣　志津代） (TEL)  0745-22-2885 (連絡先)　奈良県大和高田市南本町5番11号　TEL  0745-22-2885
株式会社森孝行建設 ０２９０６２１１９０１ 〒　637-1333 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 28日 奈良県吉野郡十津川村大字小原
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 27日 577番地の3
（代表取締役　森　英康） (TEL)  0746-62-0028 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字小原577番地の3　TEL  0746-62-0028
株式会社森土建 ０２９０２２０５２７１ 〒　635-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 8日 奈良県大和高田市大字市場
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 2月 7日 485番地2
（代表取締役　森　佳之） (TEL)  0745-52-1020 (連絡先)　奈良県大和高田市大字市場485番地2　TEL  0745-52-1020
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
森戸　重光 ０２９０２０７８００１ 〒　639-2274 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(森戸建材店) 令和3年 10月 11日 奈良県御所市大字冨田
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 10月 10日 161番地の1
(TEL)  0745-62-4016 (連絡先)　奈良県御所市池ノ内1270　TEL  0745-62-4016

森村　雅徳 ０２９０２２１２９７１ 〒　635-0012 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 1月 6日 奈良県大和高田市曙町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 1月 5日 7番17号
(TEL)  090-7094-4896 (連絡先)　奈良県大和高田市曙町7番17号　TEL  090-7094-4896

株式会社森村通信 ０２９０２１９０２６５ 〒　639-2343 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 31日 奈良県御所市大字鴨神
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 30日 2232番地の1
（代表取締役　森村　秀樹） (TEL)  0745-66-2189 (連絡先)　奈良県御所市大字鴨神2232番地の1　TEL  0745-66-2189
森本　和也 ０２９０５１７６３８２ 〒　638-0812 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 3日 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 3月 2日 2445番地の155
(TEL)  0747-53-0161 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2445番地の155　TEL  0747-53-0161

森本　和幸 ０２９０２１４８０５４ 〒　639-0256 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 22日 奈良県香芝市高山台
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除)(以上４品目は特定家庭用機器再商品化法対象物に限
る)

令和5年 11月 21日 三丁目21番地13
(TEL)  0745-27-0171 (連絡先)　奈良県香芝市高山台三丁目21番地13　TEL  0745-27-0171

森本　佑樹 ０２９０３２１０９４８ 〒　634-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(モリモト) 令和1年 9月 30日 奈良県橿原市曽我町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 29日 136番地の4
(TEL)  0744-25-7204 (連絡先)　奈良県橿原市曽我町136番地の4　TEL  0744-25-7204

株式会社森本組 ０２９０３１８６１８７ 〒　634-0024 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 13日 奈良県橿原市南山町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 11月 12日 568番地
（代表取締役　森本　一也） (TEL)  0744-24-1313 (連絡先)　奈良県橿原市南山町568番地　TEL  0744-24-1313
株式会社森本建設 ０２９０２１６０８６５ 〒　639-0231 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 4日 奈良県香芝市下田西
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 3日 四丁目200番地
（代表取締役　森本　利巳） (TEL)  0745-76-0130 (連絡先)　奈良県香芝市下田西四丁目200番地　TEL  0745-76-0130
有限会社森本造園 ０２９０３１１８５１３ 〒　634-0822 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 24日 奈良県橿原市鳥屋町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 23日 9番15号
（代表取締役　森本　豊） (TEL)  0744-27-3947 (連絡先)　奈良県橿原市鳥屋町9番15号　TEL  0744-27-3947
株式会社森𦚰工務店 ０２９０５１３２２０７ 〒　639-3325 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 18日 奈良県吉野郡吉野町大字柳
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 12月 17日 637番地
（代表取締役　森𦚰　裕修） (TEL)  0746-35-7336 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字柳637番地　TEL  0746-35-7336
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
矢追　健太 ０２９０２２２６８４９ 〒　635-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(矢追工業) 令和4年 3月 25日 奈良県大和高田市大字土庫
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 3月 24日 262番地7
(TEL)  0745-47-1084 (連絡先)　奈良県大和高田市大字土庫262番地7　TEL  0745-47-1084

安川　一裕 ０２９０４１７９８００ 〒　632-0071 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(安川建設) 令和1年 10月 20日 奈良県天理市田井庄町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 19日 309番地10
(TEL)  0743-63-6925 (連絡先)　奈良県天理市田井庄町309番地10　TEL  0743-63-6925

安川　重男 ０２９０３０６６５２７ 〒　635-0141 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(栗本ＳＵＮ衛生社) 令和1年 12月 16日 奈良県高市郡高取町大字与楽
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 12月 15日 1328番地2
(TEL)  0744-52-9368 (連絡先)　奈良県高市郡高取町大字与楽1328番地2　TEL  0744-52-9368

安田組建設株式会社 ０２９０２１８４３７１ 〒　635-0805 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 15日 奈良県北葛城郡広陵町大字萱野
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 14日 711番地の1
（代表取締役　安田　一幸） (TEL)  0745-56-2655 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字萱野711番地の1　TEL  0745-56-2655
八房建設株式会社 ０２９０３０８１６３４ 〒　634-0063 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 12月 3日 奈良県橿原市久米町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 12月 2日 697番地の3
（代表取締役　　山辺　元康） (TEL)  0744-22-6811 (連絡先)　奈良県橿原市久米町697番地の3　TEL  0744-22-6811
宿賀建設株式会社 ０２９０４１２３１５８ 〒　630-0142 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 24日 奈良県生駒市北田原町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 23日 1456番地
（代表取締役　宿賀　秀一） (TEL)  0743-78-3214 (連絡先)　奈良県生駒市北田原町1456番地　TEL  0743-78-3214
株式会社柳建設 ０２９０４１５４５７８ 〒　639-1117 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 5月 13日 奈良県大和郡山市番条町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 5月 12日 191番地の1
（代表取締役　延原　鉄） (TEL)  0743-84-5015 (連絡先)　奈良県大和郡山市番条町191番地の1　TEL  0743-84-5015
株式会社柳原組 ０２９０２１５３３１３ 〒　639-0265 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 15日 奈良県香芝市上中
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 2月 14日 59番地
（代表取締役　柳原　伸光） (TEL)  0745-77-3832 (連絡先)　奈良県香芝市上中59番地　TEL  0745-77-3832
矢羽田建設株式会社 ０２９０２２３０３０９ 〒　639-2163 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 16日 奈良県葛󠄀城市八川
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 15日 188番地3
（代表取締役　郷司　正文） (TEL)  0745-48-5939 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市八川188番地3　TEL  0745-48-5939
株式会社薮内住設 ０２９０３２３０８６３ 〒　634-0107 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 10月 28日 奈良県高市郡明日香村大字豊浦
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 10月 27日 639番地
（代表取締役　籔内　信也） (TEL)  0744-54-2456 (連絡先)　奈良県高市郡明日香村大字豊浦639番地　TEL  0744-54-2456
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社ヤブ建設 ０２９０２２１０６８６ 〒　639-0256 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 17日 奈良県香芝市高山台
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 16日 二丁目28番地の1
（代表取締役　藪　優） (TEL)  0745-77-4166 (連絡先)　奈良県香芝市畑七丁目2001-1　TEL  0745-77-4166
山一建設株式会社 ０２９０６１８９９１７ 〒　637-1558 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 5日 奈良県吉野郡十津川村大字出谷
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 4日 229番地
（代表取締役　口地　一二三） (TEL)  0746-64-0678 (連絡先)　奈良県吉野郡十津川村大字出谷229番地　TEL  0746-64-0678
山内　宏一 ０２９０３２１９９０７ 〒　634-0842 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(山内建設) 令和3年 2月 8日 奈良県橿原市豊田町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 7日 130番地の4
(TEL)  0744-24-8183 (連絡先)　奈良県橿原市豊田町130番地の4　TEL  0744-24-8183

山岡　尚平 ０２９０２２２８４８３ 〒　635-0017 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 17日 奈良県大和高田市東雲町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 16日 15番33号
(TEL)  0745-22-8625 (連絡先)　奈良県大和高田市東雲町15番33号　TEL  0745-22-8625

株式会社ヤマガタ ０２９０３０３１８４５ 〒　634-0816 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 30日 奈良県橿原市慈明寺町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 29日 190番地1
（代表取締役　肆井　優） (TEL)  0744-20-2050 (連絡先)　奈良県橿原市慈明寺町190番地1　TEL  0744-20-2050
株式会社山勝工務店 ０２９０４１２６９９０ 〒　632-0018 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 24日 奈良県天理市櫟本町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 4月 23日 3535番地8
（代表取締役　山本　克哉） (TEL)  0743-65-1407 (連絡先)　奈良県天理市櫟本町3535番地8　TEL  0743-65-1407
山上　延明 ０２９０２００８２６８ 〒　639-2123 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(ワールド環境開発) 平成30年 10月 24日 奈良県葛城市忍海
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 10月 23日 16番地1　第2コーポ松川201号
(TEL)  0745-51-0860 (連絡先)　奈良県葛城市西辻67-1　TEL  0745-51-0860

山口　恵三 ０２９０２１６４３５６ 〒　635-0054 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(サンケイ装工) 令和4年 1月 26日 奈良県大和高田市大字曽大根
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 1月 25日 271番地20
(TEL)  0745-23-5974 (連絡先)　奈良県大和高田市大字曽大根271番地20　TEL  0745-23-5974

山口　晴彦 ０２９０３１７４２３３ 〒　633-0017 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 11月 7日 奈良県桜井市大字慈恩寺
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 11月 6日 1763番地の2
(TEL)  0744-45-5298 (連絡先)　奈良県桜井市大字慈恩寺1763番地の2　TEL  0744-45-5298

山口　秀子 ０２９０６２２１６８２ 〒　637-0082 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(穂高建設) 令和3年 5月 11日 奈良県五條市中之町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 10日 950番地の1
(TEL)  0747-25-0070 (連絡先)　奈良県五條市中之町966番地の2　TEL  0747-25-0070
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
山口　雅彰 ０２９０２２３１０５０ 〒　639-0261 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(雅建設) 令和4年 12月 8日 奈良県香芝市尼寺
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 12月 7日
三丁目940番地5　メゾンルポーゼ
301号
(TEL)  090-8821-8828 (連絡先)　奈良県香芝市尼寺三丁目940番地5　メゾンルポーゼ301号　TEL  090-8821-8828

山口建設株式会社 ０２９０３０６７９３１ 〒　633-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 6日 奈良県桜井市大字芝
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 5日 1012番地の1
（代表取締役　山口　英明） (TEL)  0744-43-8877 (連絡先)　奈良県桜井市大字芝1012番地の1　TEL  0744-43-8877
有限会社山口建築 ０２９０３１４４２１８ 〒　634-0002 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 19日 奈良県橿原市東竹田町
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 8月 18日 299番地
（代表取締役　山口　善弘） (TEL)  0744-25-3947 (連絡先)　奈良県橿原市東竹田町299番地　TEL  0744-25-3947
山﨑工業株式会社 ０２９０３１２５９８９ 〒　634-0846 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 28日 奈良県橿原市小槻町
工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 27日 428番地の1
（代表取締役　山崎　哲史） (TEL)  0744-24-6843 (連絡先)　奈良県橿原市小槻町428番地の1　TEL  0744-24-6843
株式会社山崎産業 ０２９０２０６７５３１ 〒　635-0823 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 2月 8日 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 2月 7日 1731番地1
（代表取締役　山崎　和英） (TEL)  0745-55-6880 (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
株式会社山商 ０２９０２２３２４５３ 〒　639-2312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 31日 奈良県御所市大字櫛羅
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 30日 198番地の4
（代表取締役　小松　隆太） (TEL)  0745-62-4965 (連絡先)　奈良県御所市櫛羅198番地の4　TEL  0745-62-4965
山住　吉徳 ０２９０３０６８７７７ 〒　634-0001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 28日 奈良県橿原市太田市町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 3月 27日 29番地の5
(TEL)  0744-23-5857 (連絡先)　奈良県橿原市太田市町29番地の5　TEL  0744-23-5857

山田運輸株式会社 ０２９０３１６７１３９ 〒　639-0203 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 6日 奈良県磯城郡川西町大字梅戸
油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 7月 5日 140番地の1
（代表取締役　山田　忠） (TEL)  0745-44-1617 (連絡先)　奈良県磯城郡川西町大字梅戸140番地の1　TEL  0745-44-1617
株式会社山田興産 ０２９０３１５０１０２ 〒　634-0828 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 7月 21日 奈良県橿原市古川町
プ (石綿除)、紙 、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 7月 20日 206番地の1
（代表取締役　山田　竜一） (TEL)  0744-27-0234 (連絡先)　奈良県橿原市古川町206-1　TEL  0744-27-0234
株式会社山田土木 ０２９０３０３９８０７ 〒　633-1303 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 13日 奈良県宇陀郡御杖村大字土屋原 プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
令和8年 7月 12日 38番地の1

（代表取締役　山田　玲子） (TEL)  0745-95-2478 (連絡先)　奈良県宇陀郡御杖村大字土屋原38番地の1　TEL  0745-95-2478
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
山田　宏章 ０２９０２１５９２１７ 〒　634-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(ヤマト建栄) 令和3年 6月 15日
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 6月 14日 1011番地
(TEL)  0744-29-0851 (連絡先)　奈良県橿原市曽我町873番地35　TEL  0744-29-0851

株式会社山地組 ０２９０３１８９９１６ 〒　634-0821 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 27日 奈良県橿原市西池尻町
汚 (水ば含)、油 、酸 (水ば含)、ア (水ば含)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、
ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 7月 26日 381番地の2
（代表取締役　山地　智道） (TEL)  0744-47-3966 (連絡先)　奈良県橿原市西池尻町381番地の2　TEL  0744-47-3966
株式会社大和 ０２９０３１７７０３９ 〒　634-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 22日 奈良県橿原市醍醐町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 12月 21日 41番地の1

（代表取締役　岩見　一伸）
(TEL)  0744-35-6140,080-4010-
9947

(連絡先)　奈良県橿原市醍醐町41番地の1　TEL  0744-35-6140,080-4010-9947

大和環境リサイクル株式会社 ０２９０３０４３８４７ 〒　633-2223 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 8日 奈良県宇陀市菟田野宇賀志
燃 (水ば除)、プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 11月 7日 5番地の5
（代表取締役　東平　孝行） (TEL)  0745-84-4111 (連絡先)　奈良県宇陀市菟田野宇賀志5番地の5　TEL  0745-84-4111
大和建設株式会社 ０２９０３１０９６３０ 〒　633-2205 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 27日 奈良県宇陀市菟田野別所
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 2月 26日 273番地の6
（代表取締役　井上　沙希） (TEL)  0745-84-4050 (連絡先)　奈良県宇陀市菟田野別所273番地の6　TEL  0745-84-4050
株式会社ヤマト興産 ０２９０６０５２３０２ 〒　637-0071 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 9月 28日 奈良県五條市二見
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 27日 五丁目4番1号
（代表取締役　秋本　一誠） (TEL)  0747-22-3816 (連絡先)　奈良県五條市二見五丁目4番1号　TEL  0747-22-3816
株式会社ヤマトコーポレーション ０２９０４０８４４８９ 〒　639-1116 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 22日 奈良県大和郡山市伊豆七条町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 4月 21日 203番地1
（代表取締役　谷合　勝次） (TEL)  0743-59-6988 (連絡先)　奈良県大和郡山市伊豆七条町203番地1　TEL  0743-59-6988
株式会社大和産廃 ０２９０３１８８０９５ 〒　633-0045 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 4月 11日 奈良県桜井市大字山田
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 4月 10日 541番地の1
（代表取締役　小南　信之） (TEL)  0744-45-4600 (連絡先)　奈良県桜井市大字山田541番地の1　TEL  0744-45-4600
株式会社大和造園土木 ０２９０４０５３５２６ 〒　639-1058 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 9日 奈良県大和郡山市矢田町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 8日 6420番20
（代表取締役　盛田　政広） (TEL)  0743-54-0786 (連絡先)　奈良県大和郡山市矢田町6420番20　TEL  0743-54-0786
大和電機工業株式会社 ０２９０３１７９７９８ 〒　636-0247 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 7日 奈良県磯城郡田原本町阪手
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 6日 654番地の2
（代表取締役　芋生　惠宥） (TEL)  0744-32-4477 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町阪手654番地の2　TEL  0744-32-4477
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
大和飛翔株式会社 ０２９０２２２８４８１ 〒　639-2146 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 17日 奈良県葛󠄀城市中戸
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 16日 24-1
（代表取締役　竹本　孝至） (TEL)  080-3816-9474 (連絡先)　奈良県葛󠄀城市中戸24-1　TEL  080-3816-9474
山野　勝利 ０２９０３１０５４９２ 〒　633-0001 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(翔英開発) 平成30年 8月 19日 奈良県桜井市大字三輪
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 8月 18日 822番地の45　607号
(TEL)  0744-45-5659 (連絡先)　奈良県桜井市大字三輪822番地の45　TEL  0744-45-5659

株式会社やまのべ ０２９０３１８７８６２ 〒　633-0075 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 12月 13日 奈良県桜井市大字大泉
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 
、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 12月 12日 98番地
（代表取締役　芝谷　純三） (TEL)  0744-42-1271 (連絡先)　奈良県桜井市大字大泉98番地　TEL  0744-42-1271
山の辺工務株式会社 ０２９０４２１０９５８ 〒　632-0042 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 12月 16日 奈良県天理市萱生町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 12月 15日 1141番地
（代表取締役　辰巳　勝彦） (TEL)  0743-66-1218 (連絡先)　奈良県天理市萱生町1141番地　TEL  0743-66-1218
株式会社ヤマハラ ０２９０２１４３９７３ 〒　639-2204 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 12日 奈良県御所市大字南十三
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 8月 11日 38番地の1
（代表取締役　山原　丈之　） (TEL)  0745-62-3114 (連絡先)　奈良県御所市大字南十三38番地の1　TEL  0745-62-3114
山峰建設株式会社 ０２９０５１９６８０６ 〒　639-3551 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 25日 奈良県吉野郡川上村大字寺尾
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 24日 535番地の1
（代表取締役　志賀　香世） (TEL)  0746-52-0302 (連絡先)　奈良県吉野郡川上村大字寺尾535番地の1　TEL  0746-52-0302
山村　健司 ０２９０３１０１４４５ 〒　634-0072 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(山村商店) 令和5年 1月 20日 奈良県橿原市醍醐町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 1月 19日 387番地
(TEL)  0744-22-0460 (連絡先)　奈良県橿原市醍醐町387番地　TEL  0744-22-0460

山村　増洋 ０２９０４１８９８９０ 〒　632-0061 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 24日 奈良県天理市永原町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 6月 23日 392番地
(TEL)  0743-61-5659 (連絡先)　奈良県天理市永原町392番地　TEL  0743-61-5659

株式会社山村組 ０２９０５０８２７３９ 〒　639-3114 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 22日 奈良県吉野郡吉野町大字丹治
プ (石綿含)、紙 、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 21日 201番地の3
（代表取締役　山村　真数） (TEL)  0746-32-2175 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字丹治201番地の3　TEL  0746-32-2175
株式会社山室組 ０２９０５１３７６３４ 〒　639-3701 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 3日 奈良県吉野郡上北山村大字河合
プ (石綿除)、木 、金 、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 2日 498-11
（代表取締役　中村　元美） (TEL)  07468-3-0071 (連絡先)　奈良県吉野郡上北山村大字河合498-11　TEL  07468-3-0071
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
山本　康平 ０２９０４２１７６６２ 〒　632-0084 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(山本造園) 令和2年 10月 26日 奈良県天理市嘉幡町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 10月 25日 310番地10
(TEL)  0743-85-4237 (連絡先)　奈良県天理市嘉幡町310番地10　TEL  0743-85-4237

山本　内匠 ０２９０５１４０９５１ 〒　639-3128 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(山本衛生) 令和5年 2月 26日 奈良県吉野郡大淀町大字比曽
汚 (水ば除)、油 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 2月 25日 15番地の1
(TEL)  0746-32-2866 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字比曽15番地の1　TEL  0746-32-2866

山本　博 ０２９０３１９９８４７ 〒　636-0312 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 3月 6日 奈良県磯城郡田原本町大字新町
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 3月 5日 217番地の1
(TEL)  090-5888-1357 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字新町217番地の1　TEL  090-5888-1357

山本組株式会社 ０２９０２１６００３５ 〒　635-0025 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 28日 奈良県大和高田市神楽
燃 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 6月 27日 三丁目9-3マツダビル2F2号
（代表取締役　山本　昭博） (TEL)  0745-44-9105 (連絡先)　奈良県大和高田市神楽三丁目9-3マツダビル2F2号　TEL  0745-44-9105
山本建設株式会社 ０２９０３２１６３２２ 〒　633-2155 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 16日 奈良県宇陀市大宇陀黒木
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 15日 45番地
（代表取締役　山本　武也） (TEL)  0745-83-2134 (連絡先)　奈良県宇陀市大宇陀黒木45番地　TEL  0745-83-2134
株式会社山本興業 ０２９０６０７５５３６ 〒　637-0092 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 25日 奈良県五條市岡町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 5月 24日 2378番地
（代表取締役　山本　幸治） (TEL)  0747-25-3578 (連絡先)　奈良県五條市岡町2378番地　TEL  0747-25-3578
株式会社山本工業 ０２９０３０８５８４２ 〒　636-0224 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 1日 奈良県磯城郡田原本町大字今里
汚 、プ (石綿含)、木 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 30日 182番地の1
（代表取締役　山本　行男） (TEL)  0744-32-3226 (連絡先)　奈良県天理市庵治町161番地　TEL  0744-32-3226
株式会社山本産業 ０２９０２１８１７３８ 〒　636-0003 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 3日 奈良県北葛城郡王寺町久度
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 3月 2日 四丁目4番9号
（代表取締役　山本　泰輔） (TEL)  0745-73-2462 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町久度四丁目4番9号　TEL  0745-73-2462
山本商事株式会社 ０２９０２０３９４７５ 〒　639-2261 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 2日 奈良県御所市城山台
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 9月 1日 587番地の3
（代表取締役　山本　譲二） (TEL)  0745-66-0405 (連絡先)　奈良県御所市城山台587番地の3　TEL  0745-66-0405
株式会社裕建 ０２９０２１８５５１６ 〒　635-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 2日 奈良県北葛城郡広陵町馬見北
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 11月 1日 四丁目5番14号
（代表取締役　浦長瀬　裕之） (TEL)  0745-56-6650 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字古寺232番地1　TEL  0745-56-6650
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社ＹＵＫＥＮ ０２９０４１５３３０２ 〒　630-0241 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 10月 1日 奈良県生駒市松美台
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 9月 30日 45番地275
（代表取締役　山口　将司） (TEL)  072-869-1033 (連絡先)　大阪府大東市龍間1920番　TEL  072-869-1033
優建設株式会社 ０２９０４２２４０１１ 〒　630-0134 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 5日 奈良県生駒市あすか野北
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 4日 三丁目7番6号
（代表取締役　畑中　優） (TEL)  0743-25-2224 (連絡先)　奈良県生駒市あすか野北三丁目7番6号　TEL  0743-25-2224
株式会社友将商店 ０２９０２２２４８９０ 〒　635-0058 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 1月 20日 奈良県大和高田市大字西坊城
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 1月 19日 236番地5
（代表取締役　濱田　将人） (TEL)  080-6215-8091 (連絡先)　奈良県大和高田市大字西坊城236番地5　TEL  080-6215-8091
弓場　一帆 ０２９０２１６９７４０ 〒　635-0059 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 1月 15日 奈良県大和高田市大字吉井
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和10年 1月 14日 172番地
(TEL)  0745-52-5125 (連絡先)　奈良県大和高田市大字吉井172番地　TEL  0745-52-5125

有限会社弓場工房 ０２９０３１７９５３２ 〒　634-0825 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 9月 19日 奈良県橿原市観音寺町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 9月 18日 96番地
（代表取締役　弓場　嘉次） (TEL)  0744-27-3091 (連絡先)　奈良県橿原市観音寺町96番地　TEL  0744-27-3091
吉井　清氏 ０２９０３１７３６００ 〒　636-0221 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 2日 奈良県磯城郡田原本町大字八田
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 1日 421番地の4
(TEL)  0744-32-7258 (連絡先)　奈良県天理市庵治町204-1　TEL  0744-32-7258

吉井建設株式会社 ０２９０２１２２５０６ 〒　639-2113 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 14日 奈良県葛城市北花内
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 13日 735番地の1･735番地の2
（代表取締役　吉井　久尚） (TEL)  0745-69-3365 (連絡先)　奈良県葛城市北花内735番地の1･735番地の2　TEL  0745-69-3365
吉井　康友 ０２９０２０６４３７２ 〒　635-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 1月 20日 奈良県大和高田市南今里町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 1月 19日 9番11号
(TEL)  0745-53-2722 (連絡先)　奈良県大和高田市南今里町9番11号　TEL  0745-53-2722

株式会社ヨシオカ ０２９０３０７２２７４ 〒　633-0041 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 8月 31日 奈良県桜井市大字上之宮
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 8月 30日 448番地
（代表取締役　𠮷岡　健太） (TEL)  0744-42-1505 (連絡先)　奈良県桜井市大字上之宮448番地　TEL  0744-42-1505
吉岡　洋一 ０２９０４１４２５０２ 〒　639-1116 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(建設ヨシオカ) 平成30年 6月 6日 奈良県大和郡山市伊豆七条町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 6月 5日 213番地
(TEL)  0743-56-1933 (連絡先)　奈良県大和郡山市横田町713番1　TEL  0743-56-1933
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社吉岡建設 ０２９０４１１３９００ 〒　632-0095 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 10月 13日 奈良県天理市喜殿町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 12日 253番地の1
（代表取締役　吉岡　義男） (TEL)  0743-63-1504 (連絡先)　奈良県天理市喜殿町253番地の1　TEL  0743-63-1504
吉川　洋二 ０２９０２２００６７０ 〒　639-2142 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 4月 26日 奈良県葛城市北道穂
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 4月 25日 74番地
(TEL)  0745-69-5007 (連絡先)　奈良県葛城市北道穂74番地　TEL  0745-69-5007

有限会社吉川興業 ０２９０４１１１８６４ 〒　632-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 3月 13日 奈良県天理市櫟本町
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、油 、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿
含)、鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 3月 12日 12番地16
（取締役　吉川　貫一） (TEL)  0743-65-3044 (連絡先)　奈良県天理市櫟本町12番地16　TEL  0743-65-3044
株式会社吉川設備 ０２９０４２１４９２５ 〒　636-0813 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 4月 14日 奈良県生駒郡三郷町信貴ヶ丘
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 4月 13日 三丁目7-1
（代表取締役　吉川　洋二） (TEL)  0745-32-6000 (連絡先)　奈良県生駒郡三郷町信貴ヶ丘三丁目7-1　TEL  0745-32-6000
吉田　英二 ０２９０３２２３７２５ 〒　636-0247 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(東洋建設) 令和3年 9月 16日 奈良県磯城郡田原本町大字阪手
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 9月 15日 110番地の1
(TEL)  0744-33-1446 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字阪手110番地の1　TEL  0744-33-1446

𠮷田　太司 ０２９０３２２７８５２ 〒　633-0315 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(吉田重機建設) 令和4年 5月 27日 奈良県宇陀市室生大野
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 26日 3899番地の24
(TEL)  0745-92-3441 (連絡先)　奈良県宇陀市室生大野3899番地の24　TEL  0745-92-3441

株式会社吉田組 ０２９０４１８６２２８ 〒　630-0131 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 12月 21日 奈良県生駒市上町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 12月 20日 4180番地
（代表取締役　吉田　崇） (TEL)  0743-78-1905 (連絡先)　奈良県生駒市上町4180番地　TEL  0743-78-1905
株式会社吉田組 ０２９０３０８４５４３ 〒　634-0007 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 22日 奈良県橿原市葛本町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 21日 574番地の4
（代表取締役　吉田　昌可） (TEL)  0744-25-0058 (連絡先)　奈良県橿原市葛本町574番地の4　TEL  0744-25-0058
株式会社吉田建材生コン ０２９０５１８３８８２ 〒　639-3437 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 16日 奈良県吉野郡吉野町大字南大野
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 15日 516番地の2
（代表取締役　吉田　秀則） (TEL)  0746-36-6451 (連絡先)　奈良県吉野郡吉野町大字矢治385　TEL  0746-36-6451
株式会社ヨシダコーポレーション ０２９０３２０８７４５ 〒　634-0843 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 29日 奈良県橿原市北妙法寺町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和6年 5月 28日 670番地
（代表取締役　吉田　大也） (TEL)  0744-24-1133 (連絡先)　奈良県橿原市北妙法寺町670番地　TEL  0744-24-1133
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社𠮷田電気 ０２９０３２２８４７９ 〒　634-0032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 24日 奈良県橿原市田中町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 23日 222番地22
（代表取締役　𠮷田　全伸） (TEL)  0744-23-2755 (連絡先)　奈良県橿原市田中町222番地22　TEL  0744-23-2755
有限会社吉田舗装 ０２９０３１２７８９１ 〒　636-0351 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 5日 奈良県磯城郡田原本町大字松本
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 6月 4日 459番地の33
（代表取締役　吉田　裕彦） (TEL)  0745-57-1136 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字松本459番地の33　TEL  0745-57-1136
株式会社吉田稔商店 ０２９０２００７７６７ 〒　635-0021 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 3日 奈良県大和高田市大字池尻
プ (石綿除)、紙 、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 7月 2日 87番3
（代表取締役　吉田　雅巳） (TEL)  0745-52-5824 (連絡先)　奈良県大和高田市大字池尻87番3　TEL  0745-52-5824
吉寅建設株式会社 ０２９０４２０２２３４ 〒　639-1037 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 9日 奈良県大和郡山市額田部北町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 8月 8日 576番地7
（代表取締役　𠮷房　直輝） (TEL)  0743-21-3279 (連絡先)　奈良県大和郡山市額田部北町576番地7　TEL  0743-21-3279
株式会社吉永設備 ０２９０２１６３５４８ 〒　635-0044 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 11月 30日 奈良県大和高田市蔵之宮町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 11月 29日 16番18号
（代表取締役　吉永　正敏） (TEL)  0745-53-5413 (連絡先)　奈良県大和高田市蔵之宮町16番18号　TEL  0745-53-5413
𠮷野　将司 ０２９０２２２８１２３ 〒　639-2200 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 10日 奈良県御所市
汚 (水ば除)、油 、酸 (水ば除)、ア (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、
金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 6月 9日 1471番地の7
(TEL)  0745-62-2099 (連絡先)　奈良県御所市1471番地の7　TEL  0745-62-2099

有限会社吉野芦原建設 ０２９０５１０４８９８ 〒　638-0801 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 7月 9日 奈良県吉野郡大淀町大字芦原
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 7月 8日 88番地の1
（代表取締役　長谷川  茂子） (TEL)  0747-52-9581 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字芦原88番地の1　TEL  0747-52-9581
有限会社吉野商事 ０２９０３１８９５８６ 〒　633-0067 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 13日 奈良県桜井市大福
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 12日 537番地の12
（取締役　小泉　英樹） (TEL)  0744-44-5108 (連絡先)　奈良県桜井市大福537番地の12　TEL  0744-44-5108
𠮷野銘木製造販売株式会社 ０２９０５１９５１１９ 〒　638-0045 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 6月 9日 奈良県吉野郡下市町大字新住
汚 、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 6月 8日 991番地の1
（代表取締役　貝本　拓路） (TEL)  0747-52-8881 (連絡先)　奈良県吉野郡下市町大字新住991番地の1　TEL  0747-52-8881
株式会社吉原組 ０２９０２１９０２８３ 〒　639-0265 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 8月 31日 奈良県香芝市上中
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 8月 30日 358番地
（代表取締役　吉原　由浩） (TEL)  0745-76-2244 (連絡先)　奈良県香芝市上中358番地　TEL  0745-76-2244
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
吉滿　圭司 ０２９０２１５３１５５ 〒　635-0055 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(共栄) 令和2年 1月 28日 奈良県大和高田市大字曽大根
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 1月 27日 500番地4
(TEL)  0745-52-8768 (連絡先)　奈良県大和高田市大字曽大根500番地4　TEL  0745-52-8768

吉村　浩一 ０２９０２２００５６２ 〒　639-2138 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 8月 10日 奈良県葛城市山田
プ (石綿除)、ゴ 、金 、ガ (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 8月 9日 287番地1
(TEL)  0745-69-5567 (連絡先)　奈良県葛城市山田287番地1　TEL  0745-69-5567

吉村　秀二 ０２９０２１４９１６２ 〒　639-0263 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(吉村組) 令和1年 5月 28日 奈良県香芝市平野
汚 (水ば除)、木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 27日 49番地1
(TEL)  0745-77-2783 (連絡先)　奈良県香芝市平野49番地1　TEL  0745-77-2783

吉村　良雄 ０２９０３０２４５４７ 〒　634-0032 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(桧総合開発) 令和1年 10月 7日 奈良県橿原市田中町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 10月 6日 419番地の1
(TEL)  0745-62-7772 (連絡先)　奈良県高市郡高取町越智73-5　TEL  0745-62-7772

株式会社ヨシムラエアサプライ ０２９０３１９４５７７ 〒　634-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 5月 10日 奈良県橿原市曽我町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 5月 9日 809番地の2
（代表取締役　吉村　雅史） (TEL)  0744-23-0700 (連絡先)　奈良県橿原市曽我町809番地の2　TEL  0744-23-0700
吉村建材株式会社 ０２９０２２２２３３８ 〒　636-0013 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 6月 30日 奈良県北葛城郡王寺町元町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 6月 29日 二丁目2863番地
（代表取締役　吉村　精剛） (TEL)  0745-32-1108 (連絡先)　奈良県北葛城郡王寺町元町二丁目2863番地　TEL  0745-32-1108
吉村建設株式会社 ０２９０３０６１５１２ 〒　636-0248 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 5月 19日 奈良県磯城郡田原本町大字大安寺
プ (石綿除)、紙 、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 5月 18日 102番地の1
（代表取締役　吉村　輝高） (TEL)  0744-33-0660 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字大安寺102番地の1　TEL  0744-33-0660
吉村建設株式会社 ０２９０４１９３７９６ 〒　632-0033 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 3月 14日 奈良県天理市勾田町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 13日 448番地
（代表取締役　吉村　勇人） (TEL)  0743-63-0378 (連絡先)　奈良県天理市勾田町448番地　TEL  0743-63-0378
株式会社吉村住宅建設 ０２９０４２１４２９０ 〒　632-0006 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 3月 16日 奈良県天理市蔵之庄町
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 3月 15日 350番地8
（代表取締役　吉村　治尚） (TEL)  0743-65-1504 (連絡先)　奈良県天理市蔵之庄町350番地8　TEL  0743-65-1504
株式会社吉村商店 ０２９０４１６５７１３ 〒　639-1036 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 6日 奈良県大和郡山市額田部寺町
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 5日 12番地2
（代表取締役　吉村　勝） (TEL)  0743-56-5769 (連絡先)　奈良県大和郡山市額田部寺町12番地2　TEL  0743-56-5769
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社ヨシモトゴム商会 ０２９０２０３７１１３ 〒　639-2302 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 2月 19日 奈良県御所市東松本
プ (石綿除)、ゴ  
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 2月 18日 245番地
（代表取締役　龍王　眞知子） (TEL)  0745-62-5260 (連絡先)　奈良県御所市東松本245番地　TEL  0745-62-5260
株式会社予土建設 ０２９０２１９９９１１ 〒　635-0047 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和5年 3月 7日 奈良県大和高田市田井新町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和10年 3月 6日 7番30号
（代表取締役　西田　春貴） (TEL)  0745-23-2011 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町下牧一丁目6番40号　TEL  0745-23-2011
株式会社米川組 ０２９０３０５０３２２ 〒　634-0102 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 9月 11日 奈良県高市郡明日香村大字奥山
汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 9月 10日 630番地
（代表取締役　米川　洋子） (TEL)  0744-54-2139 (連絡先)　奈良県高市郡明日香村大字奥山630番地　TEL  0744-54-2139
株式会社米田設備工業所 ０２９０２１６７１００ 〒　635-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 13日 奈良県大和高田市大字根成柿
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 7月 12日 186番地の22
（代表取締役　高野　雅之） (TEL)  0745-53-4308 (連絡先)　奈良県大和高田市大字根成柿186番地の22　TEL  0745-53-4308
株式会社LINAS ０２９０４２２４２９２ 〒　639-1025 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 10月 19日 奈良県大和郡山市北西町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 10月 18日 123番地24
（代表取締役　岡田　雅子） (TEL)  0743-61-5701 (連絡先)　奈良県大和郡山市北西町123番地24　TEL  0743-61-5701
株式会社ＲＵＮＮＥＲＳ ０２９０２２１２２７３ 〒　639-0215 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和1年 11月 18日 奈良県北葛城郡上牧町葛城台
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 11月 17日 三丁目2番9-1号
（代表取締役　澤田　貴志） (TEL)  090-2289-1997 (連絡先)　奈良県北葛城郡上牧町葛城台三丁目2番9-1号　TEL  090-2289-1997
有限会社ランビルホーム ０２９０４１３９００８ 〒　632-0074 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 17日 奈良県天理市東井戸堂町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含)
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和5年 9月 16日 460番地の6
（代表取締役　片岡　陽一） (TEL)  0743-68-1181 (連絡先)　奈良県天理市東井戸堂町460番地の6　TEL  0743-68-1181
株式会社蘭丸 ０２９０３２１６４２３ 〒　634-0844 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 6月 30日 奈良県橿原市土橋町
汚 (水ば除)、プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 6月 29日 163番地12
（代表取締役　鍵谷　由樹子） (TEL)  080-2553-2225 (連絡先)　奈良県橿原市土橋町163番地12　TEL  080-2553-2225
株式会社ReCreate ０２９０２２２９２８４ 〒　635-0031 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 2日 奈良県大和高田市大字今里
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、鉱(水
ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和9年 8月 1日 422番地1
（代表取締役　森本　和宏） (TEL)  0745-60-7712 (連絡先)　奈良県大和高田市大字今里422番地1　TEL  0745-60-7712
株式会社ＲＩＦＵＲＥ ０２９０４２２０６６３ 〒　630-0933 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 3月 26日 奈良県生駒郡平群町下垣内
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 3月 25日 85番地の26
（代表取締役　山口　修一） (TEL)  0745-45-4441 (連絡先)　奈良県生駒郡平群町下垣内85番地の26　TEL  0745-45-4441
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
株式会社隆伸 ０２９０５２０６５０５ 〒　638-0831 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 4月 23日 奈良県吉野郡大淀町大字佐名伝
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 4月 22日 306番地の1
（代表取締役　大西　恵美子） (TEL)  0747-64-8075 (連絡先)　奈良県吉野郡大淀町大字佐名伝306番地の1　TEL  0747-64-8075
緑樹株式会社 ０２９０２１４４２１７ 〒　636-0062 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 9月 3日 奈良県北葛城郡河合町佐味田
木 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 9月 2日 2367
（代表取締役　福井　直樹） (TEL)  0745-56-2669 (連絡先)　奈良県北葛城郡河合町佐味田2367　TEL  0745-56-2669
有限会社ワーク ０２９０３１８６１５４ 〒　634-0811 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 11月 2日 奈良県橿原市小綱町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和7年 11月 1日 15番51号
（代表取締役　岩﨑　栄作） (TEL)  0744-20-1801 (連絡先)　奈良県橿原市小綱町15番51号　TEL  0744-20-1801
株式会社ワークリカバリー ０２９０３１４２６９６ 〒　634-0051 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成30年 6月 6日 奈良県橿原市白橿町
ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和5年 6月 5日 三丁目11番14-403号
（代表取締役　上田　晃市） (TEL)  0744-28-7343 (連絡先)　奈良県橿原市白橿町三丁目11番14-403号　TEL  0744-28-7343
株式会社ワールド建設 ０２９０５２０５４９４ 〒　633-2423 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

平成31年 2月 14日 奈良県吉野郡東吉野村大字小栗栖
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除)
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 2月 13日 659番地の1
（代表取締役　垣本　博之） (TEL)  0746-42-0324 (連絡先)　奈良県橿原市寺田町92番地の1　TEL  0746-42-0324
株式会社脇組 ０２９０４０７８０６２ 〒　630-2341 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 7月 19日 奈良県山辺郡山添村大字遅瀬
プ (石綿除)、木 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 7月 18日 1213番地の2
（代表取締役　脇　義宣） (TEL)  0743-85-0013 (連絡先)　奈良県山辺郡山添村遅瀬1213番地の2　TEL  0743-85-0013
株式会社ワキタ ０２９０３１８９０８２ 〒　634-0064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和3年 5月 27日 奈良県橿原市見瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和8年 5月 26日 68番地
（代表取締役　脇田　昭則） (TEL)  0744-28-5080 (連絡先)　奈良県橿原市見瀬町68番地　TEL  0744-28-5080
株式会社脇田建設 ０２９０３２２７１５４ 〒　634-0064 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 1日 奈良県橿原市見瀬町
プ (石綿除)、紙 、木 、繊 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 3月 31日 801番地
（代表取締役　脇田　典子） (TEL)  0744-27-5278 (連絡先)　奈良県橿原市見瀬町801番地　TEL  0744-27-5278
有限会社和興 ０２９０６０４６９６７ 〒　637-0004 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 4月 4日 奈良県五條市今井
プ (石綿除)、木 、ゴ 、金 、ガ (石綿除)、工 (石綿除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 4月 3日 四丁目2番11号
（代表取締役　山下　哲平） (TEL)  0747-25-4500 (連絡先)　奈良県五條市今井四丁目2番11号　TEL  0747-25-4500
和光建設株式会社 ０２９０４１８４３５３ 〒　639-1031 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和2年 7月 24日 奈良県大和郡山市今国府町
燃 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和7年 7月 23日 109番地7
（代表取締役　峠　隆雄） (TEL)  0743-23-1127 (連絡先)　奈良県大和郡山市今国府町109番地7　TEL  0743-23-1127
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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 許可番号 〒　郵便番号 許可の種類（事業の区分）
新規・更新許可日 住所 廃棄物略

許可期限
（役名　代表者） (TEL)  電話番号 (連絡先)　事務所住所　TEL  事務所電話番号
有限会社和充商事 ０２９０３０４７０９８ 〒　636-0344 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 8月 28日 奈良県磯城郡田原本町大字宮森
燃 (水ば除)、汚 (水ば除)、プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、残 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、
鉱(水ば除)、工 (石綿含)、ば(水ば除) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 8月 27日 374番地の4
（代表取締役　車谷　誠佑） (TEL)  0744-33-6133 (連絡先)　奈良県磯城郡田原本町大字宮森374番地の4　TEL  0744-33-6133
渡辺　大将 ０２９０２２１９７３５ 〒　635-0823 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

大将工業 令和3年 1月 18日 奈良県北葛城郡広陵町大字三吉
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年 1月 17日 255番地4　ミランジュエル　201
(TEL)  0745-47-2377 (連絡先)　奈良県北葛城郡広陵町大字三吉255番地4　ミランジュエル　201　TEL  0745-47-

渡辺設備工業株式会社 ０２９０２１６７１０３ 〒　635-0047 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

令和4年 7月 27日 奈良県大和高田市田井新町
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和9年 7月 26日 3番17号
（代表取締役　渡邊　徳男） (TEL)  0745-22-1768 (連絡先)　奈良県大和高田市田井新町3番17号　TEL  0745-22-1768
和田　裕明 ０２９０２０６４３８１ 〒　639-2272 産業廃棄物収集運搬業（積替え･保管を含まない）

(和田建材) 令和1年 9月 14日 奈良県御所市大字蛇穴
プ (石綿含)、紙 、木 、繊 、ゴ 、金 、ガ (石綿含)、工 (石綿含) 
※水銀使用製品産業廃棄物を除く

令和6年 9月 13日 186番地の45
(TEL)  0745-65-0086 (連絡先)　奈良県御所市大字蛇穴186番地の45　TEL  0745-65-0086
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