優良産業廃棄物処理業者認定事業者 リスト 平成31年（2019年）2月1日現在
特別管理産業廃棄物<収集運搬業>
NO

優良認定業者名

住所

1 辰興化工産業株式会社

〒740-0001 山口県岩国市装束町一丁目７番１７号

2 有限会社メディカルダスト

〒740-1428 山口県岩国市由宇町中央一丁目４番１２号

3 榎本産業株式会社

〒741-0061 山口県岩国市錦見六丁目１５番２７号

4 有限会社柳井コレクト・サービス

〒742-0023 山口県柳井市南浜四丁目１番２３号

5 熊谷興業株式会社

〒743-0011 山口県光市光井九丁目８番３６号

6 周南環境開発株式会社

〒744-0021 山口県下松市大字平田４４３番地

7 有限会社クリーンサポートヒラタ

〒744-0021 山口県下松市大字平田５５０番地１

8 周南総合リサイクル株式会社

〒745-0801 山口県周南市大字久米1141番地の１

9 株式会社藤商

〒745-1131 山口県周南市大字戸田４０２９

10 株式会社タダオ

〒746-0026 山口県周南市浜田一丁目６番３号

11 株式会社ヘルス・サポート

〒7501141 山口県下関市小月幸町５番６号

12 有限会社加藤産業

〒751-0883 山口県下関市長府扇町６番２１号

13 有限会社ヒロモト

〒752-0926 山口県下関市ゆめタウン２番１２号

14 松田清掃株式会社

〒752-0984 山口県下関市長府扇町３番３８号

15 都市産業株式会社

〒757-0216 山口県宇部市大字船木６１番４１

16 ミツヤ工業株式会社

〒759-0136 山口県宇部市大字木田５０３番地

17 シグマテック株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町５番４号

18 松田産業株式会社

〒163-0558 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

19 ジャパンウェイスト株式会社

〒650-0001 東京都千代田区丸の内一丁目７番１２号

20 早来工営株式会社

〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町６番１号

21 株式会社アサヒ開発

〒246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町３８１番地１

22 ミヤマ株式会社

〒381-2283 長野県長野市稲里一丁目５番地３

23 日本産業廃棄物処理株式会社

〒421-1221 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２４６５番地

24 丸両自動車運送株式会社

〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町１０番６号

25 株式会社コーシンサービス

〒438-0011 静岡県磐田市笠梅１２２０番地１８

26 株式会社アイザック・トランスポート

〒931-8304 富山県富山市米田町一丁目６番３０号

27 新潟メスキュード株式会社

〒950-2054 新潟県新潟市西区寺尾東一丁目１９番１９号

28 福興産業株式会社

〒969-1632 福島県伊達郡桑折町字田植１２番地の１

29 サンワリューツー株式会社

〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町家下80番地

30 株式会社ダイセキ

〒455-8505 愛知県名古屋市港区船見町１番地８６

31 有限会社ケイ・サポート

〒457-0823 愛知県名古屋市南区元塩町一丁目３６番地の３

32 サンワ技研株式会社

〒475-0033 愛知県半田市日東町２番地８

33 株式会社星野産商

〒490-1412 愛知県弥富市馬ヶ地三丁目２４１番地

34 メスキュード中部株式会社

〒501-0458 岐阜県本巣郡北方町高屋１１４１番地の２

35 株式会社ヤマゼン運輸

〒518-1152 三重県伊賀市予野字西出２７００番地の１

36 株式会社アイランド

〒520-3113 滋賀県湖南市石部北五丁目７番７号

37 喜楽鉱業株式会社

〒520-3114 滋賀県湖南市石部口二丁目7番33号

38 大幸工業株式会社

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南二丁目８番３７号

39 株式会社利昌

〒561-0836 大阪府豊中市庄内宝町二丁目９番３４号

40 株式会社ユアサロジテック

〒569-0061 大阪府高槻市高西町５番８号

41 リサイクルセンター株式会社

〒579-8004 大阪府東大阪市布市町二丁目１番４０号

42 株式会社田中浚渫工業

〒581-0042 大阪府八尾市南木の本五丁目４９番地

43 株式会社ケーシーエス

〒596-0816 大阪府岸和田市岸の丘町二丁目２番１５号

44 興隆産業株式会社

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目１番１号

45 エコシステムジャパン株式会社

〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地

46 三光株式会社

〒684-0034 鳥取県境港市昭和町５番地１７

47 アースサポート株式会社

〒690-0025 島根県松江市八幡町８８２番地２

48 アサヒプリテック株式会社

〒 690-0025 島根県松江市八幡町８８２番地２

49 株式会社新岡山工業

〒708-1523 岡山県久米郡美咲町吉ヶ原字火の谷１０８０番地

50 公協産業株式会社

〒709-0626 岡山県岡山市東区中尾１２６番地４

51 都市環境整備株式会社

〒698-0041 広島県広島市西区西観音町１５番９号

52 ツネイシカムテックス株式会社

〒720-0313 広島県福山市沼隈町大字常石１０８３番地

53 株式会社オガワエコノス

〒726-0013 広島県府中市高木町５０２番地の１０

54 環境保全株式会社

〒731-0161 広島県呉市郷原町2527番地の391

55 株式会社山陽レック

〒731-0202 広島県広島市安佐北区大林町字人甲６番１

56 株式会社マルシン

〒731-0532 広島県安芸高田市吉田町上入江１２７７番地の３

57 株式会社カンサイ

〒731-5102 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内４６０番地

58 有限会社さくら総合サービス

〒731-5103 広島県広島市佐伯区藤の木四丁目２番１１号

59 富士企業株式会社

〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園四丁目６番１９号

60 山陽工営株式会社

〒731-5154 広島県広島市佐伯区五日市町大字保井田３５０番の６

61 広交産業株式会社

〒734-0013 広島県広島市南区出島一丁目３４番４０号

62 有限会社丸津商店

〒736-0083 広島県広島市安芸区矢野東三丁目４番２５号

63 東広商事株式会社

〒739-2501 広島県東広島市黒瀬町小多田１６番地９２

64 株式会社イージーエス

〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町三丁目１番３９号

65 株式会社野原商会

〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司三丁目２５番

66 株式会社イマナガ

〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司三丁目３８番２号

67 株式会社産興エコサービス

〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司三丁目65番

68 株式会社クリーンセンター

〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司三丁目６７番地の９

69 株式会社愛和環境管理

〒806-0049 福岡県北九州市八幡西区穴生三丁目２番２０号

70 ヤクシン開発株式会社

〒807-1151 福岡県北九州市八幡西区楠橋西二丁目１３番８号

71 大谷化学工業株式会社

〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５６７番地

72 株式会社日本医療環境サービス

〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東四丁目８番２０号

73 エス・シー・マテリアル株式会社

〒812-0065 福岡県福岡市東区二又瀬新町１３番３８号

74 佐和屋産業株式会社

〒818-0003 福岡県筑紫野市大字山家４０５５番地の１

75 株式会社Ｇｒｅｅｎ ｐｒｏｐ

〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡１２７２番地１４

76 河津産業有限会社

〒822-1405 福岡県田川郡香春町大字中津原１９７４番地の２

77 東建工業株式会社

〒830-0046 福岡県久留米市原古賀町２５番地の１１

78 株式会社フチガミ

〒830-0048 福岡県久留米市津福本町２３００番地１０

79 柴田産業株式会社

〒830-0048 福岡県久留米市梅満町１２４６番地の１

80 株式会社塚崎運送

〒836-0067 福岡県大牟田市四山町８０番地の７１

81 株式会社三照

〒836-0067 福岡県大牟田市四山町８０番地の７７

82 株式会社森商事

〒837-0917 福岡県大牟田市大字草木１２６３番地

83 有価物回収協業組合石坂グループ

〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町２８７４番地

84 井上化学工業株式会社

〒870-0018 大分県大分市豊海五丁目４番６号

85 藤澤環境開発株式会社

〒870-0304 大分県大分市久原中央四丁目７番１号

86 株式会社エスプレス大分

〒870-0942 大分県大分市大字下郡字向新地３７２０番地の１

87 有限会社旭ケミカル

〒882-0866 宮崎県延岡市平原町二丁目１４５４番地

