登録廃棄物再生事業者
登録番号

一覧

氏名又は名称

郵便番号

住所

電話番号

事業所所在地

事業場電話番号

古紙

金属

びん

繊維

その他（品目）

登録年月日

9310000001 株式会社上野源東商店

920-0841 金沢市浅野本町１丁目15番地20

076-252-5780

金沢市浅野本町１丁目15番地20

076-252-0687

○

平成5年3月25日

9310000004 株式会社石山商店

920-0025 金沢市駅西本町５丁目１番１０号

076-233-3838

金沢市駅西本町５丁目１番１０号

076-233-3838

○

平成5年3月25日

9312000006 有限会社金沢商店

926-0015 七尾市矢田新町ニ部123番地

0767-53-2046

七尾市矢田新町ニ部123番地

0767-53-2046

○

9310000008 有限会社中山器材産業

920-0266 河北郡内灘町大根布５丁目148番地

076-286-0262

河北郡内灘町大根布５丁目282～285番地

076-286-0262

○

9302000010 株式会社中谷商事

920-0848 金沢市京町25番地25号

076-252-6191

金沢市浅野本町１丁目15番地６号

9310000013 株式会社ヨシダ

939-0286 富山県射水市大島町新開発650番地の１

0776-52-4116

金沢市広岡２丁目３番23号

076-261-4595

9302000014 株式会社金沢柿田商店

920-0211 金沢市湊３丁目23番地２

076-237-6215

金沢市湊３丁目23番地２外

076-237-6125

○

平成5年7月1日

9302000015 株式会社金沢柿田商店

920-0211 金沢市湊３丁目23番地２

076-237-6215

野々市市押野４丁目95－１外

076-248-1232

○

平成5年7月1日

9302000018 株式会社北陸精錬

920-0376 金沢市福増町北737番地

076-249-8888

金沢市福増町北737番地

076-249-8888

○

平成5年8月2日

9302000019 有限会社綾商店

920-0355 金沢市稚日野町北17番地

076-267-2727

金沢市稚日野町北17番地外

076-267-2727

○

平成5年10月12日

9402000022 かほく資源開発株式会社

929-1173 かほく市字遠塚ロ24番地11

076-285-1140

かほく市字遠塚ロ24番地11

076-285-1140

○

平成6年3月31日

9412300025 株式会社越村商店

920-0211 金沢市近岡町７９５番地

076-223-3446

河北郡津幡町太田へ１番

076-289-5575

○

9410000026 株式会社越村商店

920-0211 金沢市近岡町７９５番地

076-223-3446

白山市横江町540－１

076-275-7901

○

9502000029 有限会社高橋幸吉商店

920-0853 金沢市本町２丁目17番地32号

076-221-1870

金沢市出雲町イ128

076-231-1568

○

平成7年7月26日

9502000034 株式会社松川与作商店

921-8011 金沢市入江３丁目172番地

076-291-1323

白山市旭丘３丁目23番地

076-275-7755

○

平成8年3月31日

9602000035 株式会社金剛

921-0231 金沢市大野町４丁目レ40番地172

076-239-4153

金沢市湊３丁目26番地１

076-239-4153

○

平成8年5月22日

922-0331 加賀市動橋町タ－７－３

0761-75-3363

加賀市中代町181

0761-77-4705

○

○

平成8年6月13日

9812300038 株式会社きだち

922-0014 加賀市中代町187番地

0761-77-2119

加賀市中代町187番地1

0761-77-2119

○

○

9802000039 株式会社柿田商店

923-0994 小松市工業団地１丁目３７－７

0761-22-2601

小松市工業団地１丁目３７－７

0761-22-2601

○

平成10年10月26日

929-0115 能美市下ノ江町申110-2

0761-55-1294

金沢市打木町東314-2

076-249-4545

○

平成11年3月1日

923-0915 小松市細工町７０

0761-22-1188

小松市下牧町ツ３８

0761-21-3447

○

平成11年3月19日

9902000044 有限会社シマムラ

920-0352 金沢市観音堂町ホ１３番１号

076-267-3540

金沢市観音堂町ホ13-1、13-6

076-267-5702

○

平成11年10月26日

0002000046 有限会社河村商店

923-0854 小松市大領町ね８２

0761-22-2582

小松市大領町ね８２

0761-22-2582

○

平成12年3月6日

0002000048 株式会社川端商店

923-1226 能美市緑が丘十丁目１２２番地

0761-51-4193

能美市山口町ﾍ-55、ﾊ-107

0761-21-0992

○

平成12年5月22日

0010000050 株式会社資源開発

926-0808 七尾市木町２６番地

0767-52-1997

七尾市東三階町テ部48番地１

0767-52-2941

○

平成12年10月13日

0112000052 金沢紙業株式会社

921-8031 金沢市野町４丁目６番４２号

076-243-3711

金沢市駅西本町３丁目５番１０号

076-223-1600

○

平成13年2月28日

0110000053 株式会社太陽紙業小松

923-0964 小松市今江町９丁目２６４番地１

0761-21-7722

小松市今江町９丁目２６４番地１

0761-21-7722

○

平成13年3月7日

0110000055 株式会社兼子

424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町９９０番地

0543-69-1178

白山市竹松町７２７番地１

076-275-0588

○

平成13年6月13日

0110000056 有限会社白藤商店

924-0027 白山市相川町２０８４番地

076-276-4989

白山市相川町２０８４番地

076-276-4989

○

平成13年9月25日

0112000057 株式会社紙吉

926-0853 七尾市津向町卜部５３番地１３

0767-52-0129

七尾市津向町卜部５３番地１３

.0767-52-0129

○

0302000063 株式会社大和鋳造所

929-1105 かほく市字横山井２７の５

076-285-2309

かほく市字横山井２７の５

076-285-2309

0310000064 株式会社トスマク・アイ

924-0032 白山市村井町３３０番地

076-276-0636

白山市村井町３０－１番地

076-277-6582

○

平成15年5月26日

0301000066 大松商事株式会社

923-0801 小松市園町ロ４１番地１

0761-24-1231

小松市園町ロ４１番地１

0761-24-1231

○

平成15年6月10日

9612000036

安田 浩之
（安田商店）

東出 栄二
（東和商会）
福光 喜年
9912000042
（福光商店）
9902000041
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---

○

平成5年4月1日
平成5年4月1日

○

平成5年4月20日

○

○

平成5年6月1日

○

○

平成6年12月28日
平成6年12月28日

○

平成10年7月6日

○

平成13年11月8日

○

平成15年5月26日
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一覧

氏名又は名称
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古紙

0302000067 ミナミ金属株式会社

920-0377 金沢市打木町東１４２６番地

076-269-1800

白山市相川町２９８８番地

076-274-7300

0301000068 竹原 正生

927-0433 鳳珠郡能登町宇出津ト字５９－５

0768-62-1254

鳳珠郡能登町宇出津山分１２字４０

0768-62-0437

○

0412000070 株式会社中部資源再開発

920-0211 金沢市湊一丁目５５番地１６

076-238-3262

金沢市湊一丁目５５番地１６

076-238-3262

○

0402000071 ハリタ金属株式会社

939-0135 富山県高岡市福岡町本領１０５３番地１

0766-64-3516

白山市福留町５２４番地１

076-277-3993

0512000072 株式会社北紙

924-0855 白山市水島町３３３番地１

076-277-1313

白山市水島町９９２，９９３，９９４，９９５－１～５

076-277-8111

0402000073 株式会社北陸リサイクルセンター

924-0855 白山市水島町４２８

076-277-3652

白山市水島町４８３－１，４８４－１，４８５－１

076-277-3652

0512000075 株式会社ハヤシ

922-0331 加賀市動橋町ヌ６

0761-51-3187

加賀市動橋町ヌ５－１，ヌ６

0761-74-0538

0502000076 株式会社やまと商事

921-8064 金沢市八日市３丁目６２８番地

0761-74-0538

白山市旭丘三丁目２８

921-8802 野々市市押野五丁目１８３番地

076-240-7345

0502000078 株式会社安田商店

929-0124 能美市浜町タ１５７番地１

0502000079 株式会社日本海開発

金属

びん

繊維

その他（品目）

○

登録年月日
平成15年6月27日
平成15年12月24日

○

平成16年3月11日

○

平成16年3月19日

○

平成17年12月28日

○

平成16年11月29日

○

平成17年1月27日

076-275-9231

○

平成17年8月17日

金沢市上荒屋五丁目４５４番地

076-240-6373

○

平成17年8月25日

076-240-6367

能美市浜町タ１５７番地２１

0761-55-1321

○

平成17年8月25日

929-0126 能美市山口町ワ２７番地

0761-55-1321

能美市山口町ワ２３番、２４番、２５番

0761-55-5596

○

平成17年12月28日

0502000080 有限会社アイ・イー・エス

921-8027 金沢市神田二丁目１３番地１

0761-21-6867

金沢市神田二丁目１４８番地

076-244-3619

○

平成17年12月28日

0602000081 三豊工業株式会社

930-0827 富山県富山市上飯野字道ノ下１３番６

076-244-3619

白山市横江町1843－15

076-275-4141

○

平成18年3月2日

0702000082 株式会社トスマク・アイ

924-0032 白山市村井町３３０番地

076-472-5501

白山市上小川町８００番１

076-277-4980

○

平成19年2月7日

0602000083 かほく資源開発株式会社

929-1173 かほく市字遠塚ロ24番地11

076-276-0636

かほく市字遠塚ロ24番地11

076-285-1140

○

平成18年6月6日

0602000084 株式会社越村商店

920-0211 金沢市近岡町７９５番地

076-285-1140

金沢市湊１丁目29番地２

076-238-5339

○

平成18年12月13日

0712000085 有限会社金沢商店

925-0045 羽咋市粟生町メ189番地1

076-238-5339

羽咋市粟生町メ189番地1

0767-22-6754

○

0702000087 有限会社小林商会

927-1213 珠洲市野々江町テ部６５番地

0767-22-6754

珠洲市野々江町テ部６５番地

0768-82-4372

0710000088 有限会社小林商会

927-1213 珠洲市野々江町テ部６５番地

0768-82-4372

珠洲市蛸島町テ部3番２

0768-82-0161

0702000089 株式会社鶴商

920-0211 金沢市湊１丁目３８番地

0768-82-4372

金沢市湊１丁目３８番地

076-237-2501

○

平成19年2月14日

0702000090 有限会社最康工業

920-0362 金沢市古府２丁目１７２番地

076-237-2501

金沢市古府２丁目１７２番地

076-249-1531

○

平成19年3月9日

0702000091 有限会社山本商店

920-0106 金沢市今町ワ82番地１

076-249-1531

金沢市今町ワ82番地１

076-258-3854

○

平成19年3月20日

0704000092 株式会社金森合金

920-0348 金沢市松村６丁目１００番地

076-258-3854

金沢市松村６丁目１００番地

076-267-3003

0702000093 株式会社エヌオーメタル

920-0043 金沢市長田二丁目８番２８号

076-267-3003

金沢市湊２丁目１４０番地

076-231-2393

○

平成19年8月1日

0702000094 福野 恭行

925-0154 羽咋郡志賀町末吉千古82-1

076-231-2393

羽咋郡志賀町末吉丑16-3,17-1

0767-32-0310

○

平成19年9月18日

0810000095 松下 光行

923-0954 小松市八幡町148番地

0767-32-0310

小松市八幡町148番地

0761-22-4148

0902000096 玉川 光義

920-2126 白山市鶴来新町ツ３３番地２

0761-22-4148

白山市鶴来今町ソ９３番地２４

076-272-0612

0902000099 株式会社辰田商店

923-0868 小松市日の出町一丁目１７８番地

076-272-0670

能美市下ノ江町ホ１３番地１

0761-55-5166

○

平成21年10月16日

0902000100 株式会社丸誠商会

920-0348 金沢市松村二丁目９０番地

076-244-3132

白山市一塚町７８５番地１

076-276-6220

○

平成21年12月16日

0902000101 株式会社丸誠商会

920-0348 金沢市松村二丁目９０番地

0761-55-5166

白山市松本町２５１１番地

076-276-3336

○

平成21年12月16日

0902000102 株式会社リペア

926-0828 七尾市白馬町５８部１５番地

076-268-5555

七尾市白馬町５８部１３番地の１

0767-57-2114

○

平成22年2月22日

0912000103 株式会社中部資源再開発

920-0211 金沢市湊一丁目５５番地１６

076-268-5555

七尾市白馬町八部９番１

0767-57-2226

○

平成22年2月22日

1002000104 株式会社広田商店

923-0864 小松市今江町９丁目６４７番地

0767-57-2114

小松市今江町９丁目６４７～６４９、４６３番地

0761-43-0088

○

平成22年10月28日

0502000077

山下 外松
（日本海金属工業）
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○

○

○

平成19年2月7日

○

平成19年2月7日

○

平成19年2月7日

○ 廃印刷アルミ板

○

平成20年2月4日
○
廃電線

○

平成19年4月17日

平成21年1月30日
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事業所所在地
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びん
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登録年月日

1102000105 株式会社新興商会

920-0847 金沢市堀川町８番１３号

076-238-3262

金沢市高畠三丁目２６３番地

076-291-0164

1212000106 森田 大道

928-0001 輪島市河井町19部1番地の16

0761-43-0088

輪島市杉平町大百苅1番地1

0768-27-2169

○

1210000107 株式会社増田喜

910-0021 福井県福井市乾徳二丁目6番6号

076-291-0164

小松市長崎町さ2番地1 外9筆

0761-21-7058

○

1202000108 河北郡衛生株式会社

929-1215 かほく市高松丁90番地1

0776-27-2169

かほく市高松丁132番1 外2筆

076-281-0678

○

平成24年7月2日

1302000109 株式会社きだち

922-0014 加賀市中代町187番地

0776-27-2169

加賀市熊坂町ヤ22番 外6筆

0761-77-2199

○

平成25年6月17日

1302000110 社会福祉法人富明会

921-8834 石川県野々市市中林一丁目１番地１

076-281-0678

野々市市中林一丁目１番１

076-248-4871

○

平成25年8月2日

1512000111 株式会社山下商店

922-0004 石川県加賀市大聖寺上福田町に46番地1

0761-77-2119

加賀市大聖寺上福田町に46番１ 外3筆

0761-72-3814

○

平成27年9月28日
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○

○

平成23年9月28日

○

平成24年4月12日
平成24年4月19日

