優良産業廃棄物処理業者一覧
（１）産業廃棄物収集運搬業
氏名又は名称

代表者の氏名

(株)アイザック・トランスポート

代表取締役

笹倉

ミヤマ(株)

代表取締役

南

シグマテック(株)

代表取締役

(株)ダイセキ

住所

勲夫

許可番号

富山県富山市米田町一丁目1番9号

第01700000485号

長野県長野市稲里一丁目5番地3

第01700000553号

深江 伯史

東京都中央区日本橋富沢町5番4号

第01700001002号

代表取締役

柱

愛知県名古屋市港区船見町1番地86

第01700002742号

大栄環境(株)

代表取締役

金子

文雄

大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号

第01700003203号

富士石油運輸(株)

代表取締役

服部

尊好

愛知県大府市北崎町井田58番地の2

第01700004145号

(株)堀田建設

代表取締役

堀田

建悟

石川県かほく市高松ム38番地3

第01700015470号

中谷商事(株)

代表取締役

中谷

和浩

石川県金沢市京町25番25号

第01700026432号

市民セレクト(株)

代表取締役

中田

伊知郎

石川県小松市芦田町二丁目35番地

第01700032386号

北陸砂利工業(株)

代表取締役

林

石川県能美郡川北町字橘エ33番地

第01700032763号

総合物産(株)

代表取締役

清田

石川県加賀市新保町ワ46番地

第01700072126号

(株)西商店

代表取締役

西

東京都大田区池上六丁目28番5号

第01701000688号

早来工営(株)

代表取締役

小松

稔明

神奈川県川崎市川崎区扇町6番1号

第01701001169号

(有)ナカタツ環境

代表取締役

中村

龍雄

岐阜県揖斐郡揖斐川町長良213番地の1

第01701001509号

丸両自動車運送(株)

代表取締役

青木

千加士

静岡県静岡市清水区横砂西町10番6号

第01701002267号

喜楽鉱業(株)

代表取締役

小宮山

滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号

第01701004194号

(株)アイデックス

代表取締役

井出

保

大阪府高槻市津之江町二丁目22番9号

第01701005522号

近畿環境保全(株)

代表取締役

西村

忠浩

滋賀県草津市青地町字六反田196番地

第01701005862号

(株)北陸環境サービス

代表取締役

冨山

盛貴

石川県金沢市長坂三丁目1番1号

第01701007078号

三岐通運(株)

代表取締役

小山

邦明

三重県四日市市富田三丁目22番79号

第01701007094号

朝日金属(株)

代表取締役

桑原

由行

愛知県名古屋市北区六が池町555番地

第01701017848号

(株)千場建設

代表取締役

千場 和広

石川県七尾市常盤町13番12

第01701080244号

(株)山口

代表取締役

山口

昌利

石川県七尾市西藤橋町未部40番地1

第01701081000号

(株)アメニテイ

代表取締役

中市

勝也

石川県珠洲市上戸町南方い字51番地

第01702002148号

(株)山一商事

代表取締役

小野寺

東京都港区六本木七丁目15番14号

第01702017919号

(株)田中建設

代表取締役

田中

石川県能美市上清水町ﾀ70番地1

第01702100304号

木材開発(株)

代表取締役

谷

大阪府大阪市住之江区新北島三丁目6番45号

第01703003319号

(株)環境日本海サービス公社

代表取締役

浦部

石川県七尾市昭和町61番地

第01703003426号

克明

秀貴

繁
信昭
義雄

茂幸

勇
均

正剛
隆博
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許可の期間
平成22年10月29日
平成29年 7月31日
平成28年 6月21日
平成29年 7月31日
平成28年 8月17日
平成35年 2月19日
平成25年10月24日
平成32年10月23日
平成27年10月23日
平成34年 9月10日
平成22年 6月14日
平成29年 6月13日
平成27年 1月19日
平成29年 7月31日
平成22年 8月 6日
平成29年 7月31日
平成27年12月 4日
平成34年 7月31日
平成22年 8月12日
平成29年 7月31日
平成27年10月16日
平成34年 5月20日
平成25年11月28日
平成32年11月27日
平成28年 5月31日
平成35年 5月30日
平成28年10月25日
平成35年10月 3日
平成28年11月14日
平成35年11月13日
平成28年 8月 3日
平成35年 7月31日
平成24年 4月11日
平成30年 7月31日
平成28年 9月13日
平成35年 9月12日
平成23年 9月29日
平成30年 7月31日
平成29年 3月12日
平成36年 3月11日
平成28年 6月 2日
平成35年 5月27日
平成28年10月 2日
平成35年10月 1日
平成24年 3月23日
平成31年 3月22日
平成25年 3月25日
平成32年 3月 4日
平成26年 2月24日
平成33年 2月23日
平成25年 3月24日
平成32年 3月23日
平成27年10月16日
平成34年 8月20日
平成28年11月18日
平成35年11月17日

優良認定・優良確認
区分
年月日
優良確認

平成25年 5月 8日

優良確認

平成25年11月26日

優良認定

平成28年 8月17日

優良認定

平成25年10月24日

優良認定

平成27年10月23日

優良確認

平成25年 3月 6日

優良確認

平成24年 3月 9日

優良確認

平成25年 2月27日

優良認定

平成27年12月 4日

優良確認

平成25年 3月27日

優良認定

平成27年10月16日

優良認定

平成25年11月28日

優良認定

平成28年 5月31日

優良認定

平成28年10月25日

優良認定

平成28年11月14日

優良認定

平成28年 8月 3日

優良認定

平成23年11月 8日

優良認定

平成28年 9月13日

優良認定

平成23年 9月29日

優良認定

平成29年 3月12日

優良認定

平成28年 6月 2日

優良認定

平成28年10月 2日

優良認定

平成24年 3月23日

優良認定

平成25年 3月25日

優良認定

平成26年 2月24日

優良認定

平成25年 3月24日

優良認定

平成27年10月16日

優良認定

平成28年11月18日

公開情報が確認できるホームページ
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=00337
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=00389
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=115136
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=02051
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=02386
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=686682
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=12115
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=672803
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=71010
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=439255
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=74062
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=60034
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=00854
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=866481
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=85551
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=60271
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04233
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04502
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=60408
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=85369
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=14068
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=123675
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=84938
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=915866
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=14131
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=477903
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=575241
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=427462

氏名又は名称

代表者の氏名

住所

許可番号

北陸ダイセキ(株)

代表取締役

青山

邦彦

石川県金沢市打木町東302番地2

第01703004101号

三重中央開発(株)

代表取締役

金子

文雄

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

第01703004487号

(株)アルト

代表取締役

坂下

明義

富山県富山市水橋市田袋280番地

第01703009822号

甲陽興産(株)

代表取締役

北角

治太

滋賀県甲賀市甲賀町相模319番地

第01703010952号

東芝環境ソリューション(株)

代表取締役

北村

真一

神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号

第01704000343号

青木環境事業(株)

代表取締役

青木

勇

新潟県新潟市北区島見町3268番地15

第01704001648号

(株)カンポ

代表取締役

横山

秀昭

京都府京都市伏見区羽束師古川町233番地

第01704004656号

(有)今村興業

代表取締役

今村

泰彦

石川県かほく市大崎ル36番地

第01704019386号

(株)兼六リサイクルシステムズ

代表取締役

岡

石川県金沢市湊一丁目49番地

第01704111450号

エコシステムジャパン(株)

代表取締役

石川

統一

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

第01705002613号

リサイクルセンター(株)

代表取締役

大天

広正

大阪府東大阪市布市町二丁目1番40号

第01705008395号

金沢市清掃(株)

代表取締役

西村

文男

石川県金沢市東力二丁目47番地48番地

第01705024117号

(有)クリーンニイガタ

代表取締役

吉村

鳳一

新潟県新潟市東区豊一丁目8番10号

第01705033422号

ミナミ金属(株)

代表取締役

岡村

昇

石川県金沢市打木町東1426番地

第01705035690号

(株)中商

代表取締役

中嶋

達夫

神奈川県川崎市幸区南加瀬一丁目8番6号

第01706002437号

(株)ヤマゼン運輸

代表取締役

奥田

貴光

三重県伊賀市予野字西出2700番地の1

第01706033499号

(株)アイカワ

代表取締役

相川

一

富山県富山市水橋市田袋291番地の1

第01707002094号

上昇運輸(株)

代表取締役

入井

雅也

石川県金沢市専光寺町ﾚ3番地30

第01707031133号

大幸工業(株)

代表取締役

浜野

廣美

大阪府大阪市住之江区平林南二丁目8番37号

第01708002036号

手取環境事業(株)

代表取締役

小川

潔

石川県白山市末正町イ41番地

第01708010951号

アサヒプリテック(株)

代表取締役

東浦

知哉

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地

第01709000503号

オーエム通商(株)

代表取締役

岡村

睦夫

東京都八王子市小津町106番地1

第01709001865号

(株)鶴商

代表取締役

宮崎

司

石川県金沢市湊一丁目38番地

第01709005703号

(株)富山環境整備

代表取締役

松浦

英樹

富山県富山市婦中町吉谷3番地3

第01709006802号

(株)ダイトク

代表取締役

星山

健

大阪府摂津市新在家二丁目1番1号

第01709017163号

(株)金沢環境サービス公社

代表取締役

平嶋

進

石川県金沢市御影町23番10号

第01709021080号

三恵物産(株)

代表取締役

北川

直二

石川県金沢市四十万三丁目431番地

第01709021116号

ホームケルン(株)

代表取締役

国本

武命

京都府宇治市伊勢田町名木三丁目1番地の57

第01709025049号

(有)水谷ケミカル

代表取締役

水谷

真伸

愛知県名古屋市中川区八剱町三丁目16番地の1

第01709038463号

新潟ガービッヂ(株)

代表取締役

押田

常行

新潟県南魚沼市宮1713番地

第01709038613号

泰宏
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許可の期間
平成27年11月30日
平成34年 7月 8日
平成28年 5月26日
平成35年 3月 2日
平成28年 3月 8日
平成35年 3月 7日
平成28年 4月26日
平成34年11月14日
平成29年 3月27日
平成36年 3月26日
平成26年10月31日
平成33年 8月22日
平成26年12月 3日
平成33年12月 2日
平成28年12月 1日
平成35年11月 6日
平成26年 6月 7日
平成33年 6月 6日
平成27年11月24日
平成34年 6月22日
平成28年 8月26日
平成35年 2月 2日
平成27年11月 9日
平成34年 7月31日
平成27年12月12日
平成34年12月11日
平成23年12月26日
平成29年12月11日
平成28年12月27日
平成35年11月25日
平成29年 3月31日
平成36年 3月30日
平成29年 5月14日
平成36年 5月13日
平成24年11月 5日
平成31年 9月24日
平成26年 1月29日
平成33年 1月28日
平成27年 9月15日
平成32年11月 3日
平成29年 5月28日
平成36年 5月27日
平成27年 3月13日
平成33年10月20日
平成28年12月13日
平成35年12月12日
平成28年 9月13日
平成35年 7月31日
平成26年 9月30日
平成33年 9月29日
平成28年 8月 8日
平成35年 7月31日
平成28年 8月26日
平成35年 7月31日
平成26年 6月18日
平成33年 6月17日
平成27年 3月19日
平成34年 3月18日
平成26年 6月12日
平成33年 6月11日

優良認定・優良確認
区分
年月日
優良認定

平成27年10月16日

優良認定

平成28年 5月26日

優良認定

平成28年 3月 8日

優良認定

平成28年 4月26日

優良認定

平成29年 3月27日

優良認定

平成26年10月31日

優良認定

平成26年12月 3日

優良認定

平成28年12月 1日

優良認定

平成26年 6月 7日

優良認定

平成27年11月24日

優良認定

平成28年 8月26日

優良認定

平成27年11月 9日

優良認定

平成27年12月12日

優良確認

平成25年 2月 4日

優良認定

平成28年12月27日

優良認定

平成29年 3月31日

優良認定

平成29年 5月14日

優良認定

平成24年11月 5日

優良認定

平成26年 1月29日

優良認定

平成25年11月11日

優良認定

平成29年 5月28日

優良認定

平成27年 3月13日

優良認定

平成28年12月13日

優良認定

平成28年 9月13日

優良認定

平成26年 9月30日

優良認定

平成28年 8月 8日

優良認定

平成28年 8月26日

優良認定

平成26年 6月18日

優良認定

平成27年 3月19日

優良認定

平成26年 6月12日

公開情報が確認できるホームページ
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=702567
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=03404
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=263009
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=08546
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=65023
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01220
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=03543
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=997658
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=85042
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01949
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=65149
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=528484
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=27175
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=29224
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01825
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=27241
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=353349
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=489949
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01520
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=997926
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=60025
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01390
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04378
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=05250
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=85041
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=402776
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=03813
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=20140
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=31671
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=61846

氏名又は名称

代表者の氏名

住所

許可番号

(株)アルファサポート

代表取締役

福田

寛栄

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室7065番地1

第01709040395号

環境開発(株)

代表取締役

髙山

盛司

石川県金沢市大桑町上猫下4番地7

第01710005698号

河北郡衛生(株)

代表取締役

蔵岡

修

石川県かほく市高松丁90番地1

第01711005697号

(有)北商事

代表取締役

北

大阪府大阪市浪速区大国三丁目8番18号

第01711042883号

(株)やまと商事

代表取締役

山田

真生

石川県金沢市八日市三丁目628番地2

第01713003302号

(株)金沢柿田商店

代表取締役

朝倉

建郎

石川県金沢市湊三丁目23番地2

第01715032155号

西日本資源再開発(株)

代表取締役

今村

秀憲

石川県金沢市湊一丁目55番地18

第01718000533号

クリーンライフ(株)

代表取締役

毎田

正男

石川県金沢市舘町ヌ6番地

第01718006685号

(株)丸誠商会

代表取締役

中村

圭介

石川県金沢市畝田西一丁目73番地

第01718058709号

憲二

許可の期間
平成26年 7月 7日
平成33年 7月 6日
平成24年 4月13日
平成29年 7月31日
平成28年12月22日
平成35年 7月31日
平成28年12月15日
平成35年 9月16日
平成27年10月16日
平成34年 7月21日
平成27年 9月15日
平成29年 7月13日
平成28年10月25日
平成32年12月16日
平成25年 8月24日
平成32年 8月23日
平成26年 3月14日
平成33年 2月 2日

優良認定・優良確認
区分
年月日
優良認定

平成26年 7月 7日

優良確認

平成24年 3月 9日

優良認定

平成28年12月22日

優良認定

平成28年12月15日

優良認定

平成27年10月16日

優良確認

平成24年 3月26日

優良認定

平成28年10月25日

優良認定

平成25年 7月24日

優良認定

平成26年 3月14日

公開情報が確認できるホームページ
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=420786
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04374
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=253887
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=892307
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=964273
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=26048
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=176631
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=05156
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=664885

（２）産業廃棄物処分業
氏名又は名称

代表者の氏名

住所

許可番号

(株)ダイセキ

代表取締役

柱

秀貴

愛知県名古屋市港区船見町1番地86

第01720002742号

北陸砂利工業(株)

代表取締役

林

繁

石川県能美郡川北町字橘エ33番地

第01720032763号

ミナミ金属(株)

代表取締役

岡村

石川県金沢市打木町東1426番地

第01720035690号

石川インペラ工業(株)

代表取締役

土井原

石川県能美市灯台笹町431番地

第01720042884号

総合物産(株)

代表取締役

清田

信昭

石川県加賀市新保町ワ46番地

第01720072126号

(株)山口

代表取締役

山口

昌利

石川県七尾市西藤橋町未部40番地1

第01722081000号

(株)田中建設

代表取締役

田中

均

石川県能美市上清水町ﾀ70番地1

第01722100304号

(株)環境日本海サービス公社

代表取締役

浦部

隆博

石川県七尾市昭和町61番地

第01723003426号

(株)やまと商事

代表取締役

山田

真生

石川県金沢市八日市三丁目628番地2

第01725003302号

(株)堀田建設

代表取締役

堀田

建悟

石川県かほく市高松ム38番地3

第01725015470号

(有)今村興業

代表取締役

今村

泰彦

石川県かほく市大崎ル36番地

第01725019386号

環境開発(株)

代表取締役

髙山

盛司

石川県金沢市大桑町上猫下4番地7

第01728005698号

(株)金沢柿田商店

代表取締役

朝倉

建郎

石川県金沢市湊三丁目23番地2

第01728032155号

(株)アメニテイ

代表取締役

中市

勝也

石川県珠洲市上戸町南方い字51番地

第01729002148号

河北郡衛生(株)

代表取締役

蔵岡

修

石川県かほく市高松丁90番地1

第01729005697号

(株)エコマスク

代表取締役

麝香

敏信

石川県かほく市高松乙2番地181

第01729064111号

(株)松任合同物流

代表取締役

藤井

恵子

石川県小松市串町壬260番地

第01729119977号

西日本資源再開発(株)

代表取締役

今村

秀憲

石川県金沢市湊一丁目55番地18

第01748000533号

昇
弘

3/5

許可の期間
平成25年10月24日
平成32年10月23日
平成22年10月21日
平成29年 7月31日
平成29年 5月31日
平成30年 2月26日
平成22年12月21日
平成29年11月30日
平成22年10月 8日
平成29年 8月24日
平成27年 5月15日
平成33年10月21日
平成29年 1月20日
平成32年 3月23日
平成28年11月18日
平成35年11月17日
平成26年 1月21日
平成29年12月12日
平成26年 1月30日
平成30年 2月 4日
平成25年 1月 7日
平成29年11月16日
平成25年 4月10日
平成32年 4月 9日
平成28年 3月22日
平成35年 1月24日
平成28年10月20日
平成35年10月19日
平成28年 8月30日
平成34年 1月25日
平成28年 9月16日
平成35年 8月31日
平成27年 3月24日
平成33年 6月 8日
平成28年 8月 8日
平成32年12月16日

優良認定・優良確認
区分
年月日
優良認定

平成25年10月24日

優良確認

平成25年 3月27日

優良確認

平成26年 2月 9日

優良確認

平成26年 8月 6日

優良確認

平成24年 8月28日

優良認定

平成27年 5月15日

優良認定

平成25年 3月24日

優良認定

平成28年11月18日

優良確認

平成24年12月17日

優良確認

平成24年 3月 9日

優良確認

平成24年 9月24日

優良認定

平成25年 4月10日

優良認定

平成28年 3月22日

優良認定

平成28年10月20日

優良認定

平成28年 8月30日

優良認定

平成28年 9月16日

優良認定

平成27年 3月24日

優良認定

平成28年 8月 8日

公開情報が確認できるホームページ
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=02051
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=439255
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=29224
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=642392
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=74062
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=84938
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=477903
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=427462
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=964273
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=12115
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=997658
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04374
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=26048
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=915866
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=253887
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=676069
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=116050
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=176631

（３）特別管理産業廃棄物収集運搬業
氏名又は名称

代表者の氏名

住所

許可番号

新潟メスキュード(株)

代表取締役

佐藤

弘

新潟県新潟市西区寺尾東一丁目19番19号

第01750002903号

(株)宗重商店

代表取締役

宗守

重泰

石川県金沢市畝田西一丁目112番地

第01750135939号

早来工営(株)

代表取締役

小松稔明

神奈川県川崎市川崎区扇町6番1号

第01751001169号

丸両自動車運送(株)

代表取締役

青木

千加士

静岡県静岡市清水区横砂西町10番6号

第01751002267号

松田産業(株)

代表取締役

松田

芳明

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

第01753000192号

(株)アイザック・トランスポート

代表取締役

笹倉

勲夫

富山県富山市米田町一丁目1番9号

第01753000485号

アサヒプリテック(株)

代表取締役

東浦

知哉

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地

第01753000503号

ミヤマ(株)

代表取締役

南

克明

長野県長野市稲里一丁目5番地3

第01753000553号

(株)ダイセキ

代表取締役

柱

秀貴

愛知県名古屋市港区船見町1番地86

第01753002742号

(株)環境日本海サービス公社

代表取締役

浦部

隆博

石川県七尾市昭和町61番地

第01753003426号

富士石油運輸(株)

代表取締役

服部

尊好

愛知県大府市北崎町井田58番地の2

第01753004145号

喜楽鉱業(株)

代表取締役

小宮山

滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号

第01753004194号

(株)アイデックス

代表取締役

井出

保

大阪府高槻市津之江町二丁目22番9号

第01753005522号

環境開発(株)

代表取締役

髙山

盛司

石川県金沢市大桑町上猫下4番地7

第01753005698号

(株)鶴商

代表取締役

宮崎

司

石川県金沢市湊一丁目38番地

第01753005703号

東芝環境ソリューション(株)

代表取締役

北村

真一

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目1番地32

第01754000343号

青木環境事業(株)

代表取締役

青木

勇

新潟県新潟市北区島見町3268番地15

第01754001648号

北陸ダイセキ(株)

代表取締役

青山

邦彦

石川県金沢市打木町東302番地2

第01754004101号

クリーンライフ(株)

代表取締役

毎田

正男

石川県金沢市舘町ヌ6番地

第01754006685号

三恵物産(株)

代表取締役

北川

直二

石川県金沢市四十万三丁目431番地

第01754021116号

リサイクルセンター(株)

代表取締役

大天

広正

大阪府東大阪市布市町二丁目1番40号

第01755008395号

(株)ヒロセ

代表取締役

廣瀨

眞弓

滋賀県蒲生郡日野町大字松尾960番地の1

第01755042387号

(株)アメニテイ

代表取締役

中市

勝也

石川県珠洲市上戸町南方い字51番地

第01756002148号

(株)中商

代表取締役

中嶋

達夫

神奈川県川崎市幸区南加瀬一丁目8番6号

第01756002437号

日重環境(株)

代表取締役

真矢

淳

富山県高岡市吉久一丁目1番145号

第01757001349号

三重中央開発(株)

代表取締役

金子

文雄

三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

第01757004487号

大幸工業(株)

代表取締役

浜野

廣美

大阪府大阪市住之江区平林南二丁目8番37号

第01758002036号

(株)金沢柿田商店

代表取締役

朝倉

建郎

石川県金沢市湊三丁目23番地2

第01759032155号

茂幸

4/5

許可の期間
平成28年 5月12日
平成34年 9月28日
平成28年 4月28日
平成34年 9月12日
平成28年 5月31日
平成35年 5月30日
平成28年12月21日
平成35年11月13日
平成29年 1月27日
平成33年 3月22日
平成28年11月25日
平成34年 9月29日
平成28年 7月20日
平成34年 7月19日
平成28年 7月20日
平成32年 9月23日
平成26年 2月26日
平成32年10月23日
平成28年11月18日
平成35年11月17日
平成27年11月 5日
平成34年 8月16日
平成28年 2月18日
平成34年10月20日
平成25年 8月19日
平成32年 7月18日
平成27年12月 2日
平成34年 7月31日
平成27年10月19日
平成34年 7月18日
平成29年 3月27日
平成36年 3月26日
平成27年 2月 6日
平成33年12月23日
平成28年 4月18日
平成35年 4月17日
平成28年 7月22日
平成35年 4月19日
平成28年 9月29日
平成35年 9月28日
平成28年 8月30日
平成35年 3月 6日
平成27年11月10日
平成34年 9月 6日
平成29年 3月23日
平成36年 3月22日
平成28年12月27日
平成35年11月25日
平成29年 4月23日
平成36年 4月22日
平成28年 3月18日
平成34年 1月18日
平成26年 1月29日
平成33年 1月28日
平成27年 3月19日
平成34年 3月18日

優良認定・優良確認
区分
年月日
優良認定

平成28年 5月12日

優良認定

平成28年 4月28日

優良認定

平成28年 5月31日

優良認定

平成28年12月21日

優良認定

平成26年 3月23日

優良認定

平成28年11月25日

優良認定

平成28年 7月20日

優良認定

平成25年11月26日

優良認定

平成25年10月24日

優良認定

平成28年11月18日

優良認定

平成27年11月 5日

優良認定

平成28年 2月18日

優良認定

平成25年 8月19日

優良認定

平成27年12月 2日

優良認定

平成27年10月19日

優良認定

平成29年 3月27日

優良認定

平成27年 2月 6日

優良認定

平成28年 4月18日

優良認定

平成28年 7月22日

優良認定

平成28年 9月29日

優良認定

平成28年 8月30日

優良認定

平成27年11月10日

優良認定

平成29年 3月23日

優良認定

平成28年12月27日

優良認定

平成29年 4月23日

優良認定

平成28年 3月18日

優良認定

平成26年 1月29日

優良認定

平成27年 3月19日

公開情報が確認できるホームページ
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=452685
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=61553
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=00854
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=85551
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=00125
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=00337
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=60025
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=00389
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=02051
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=427462
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=686682
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=60271
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04233
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04374
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=04378
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=65023
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01220
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=702567
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=05156
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=03813
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=65149
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=528214
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=915866
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01825
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=301316
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=03404
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=01520
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=26048

（４）特別管理産業廃棄物収集運搬業
氏名又は名称
(株)ダイセキ

代表者の氏名
代表取締役

柱

秀貴

住所
愛知県名古屋市港区船見町1番地86

許可番号

許可の期間

第01773002742号

平成25年10月24日
平成32年10月23日

（５）事業者数一覧
産業廃棄物収集運搬業

67 者

産業廃棄物処分業

18 者

特別管理産業廃棄物収集運搬業

28 者

特別管理産業廃棄物処分業
※重複を除く事業者数

1者
75 者

5/5

優良認定・優良確認
区分
年月日
優良認定

平成25年10月24日

公開情報が確認できるホームページ
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_
u2.php?UserID=02051

