優良基準適合認定業者一覧
令和３年４月1日現在
事業者名

ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者名

所在地

許可の種類

許可番号

適合認定又は確認日

公開情報が閲覧できるホームページアドレス

有限会社アバクリーン

ｱﾊﾞｸﾘｰﾝ

代表取締役 牧野保博

佐賀県佐賀市鍋島町大字1624番地5

産業廃棄物収集運搬業

第04101002112号

平成30年1月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=216582

有限会社アバクリーン

ｱﾊﾞｸﾘｰﾝ

代表取締役 牧野保博

佐賀県佐賀市鍋島町大字1624番地5

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04161002112号

株式会社井手解体実業

ｲﾃﾞｶｲﾀｲｼﾞ
代表取締役 井手隆彦
ﾂｷﾞｮｳ

佐賀県佐賀市諸富町大字為重１５８８番
産業廃棄物収集運搬業
地１

第04101083262号

平成29年3月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=904975

株式会社イワフチ

ｲﾜﾌﾁ

代表取締役 岩渕慶太

佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３０５
産業廃棄物収集運搬業
番地１

第04117018837号

平成28年5月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=223478

株式会社イワフチ

ｲﾜﾌﾁ

代表取締役 岩渕慶太

佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３０５
産業廃棄物処分業
番地１

第04127018837号 平成28年10月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=223478

イワフチ運輸株式会社

ｲﾜﾌﾁｳﾝﾕ

代表取締役 岩渕慶太

佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３０５
産業廃棄物収集運搬業
番地１

第04117070527号

平成29年6月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=965630

イワフチ運輸株式会社

ｲﾜﾌﾁｳﾝﾕ

代表取締役 岩渕慶太

佐賀県杵島郡江北町大字下小田３３０５
特別管理産業廃棄物収集運搬業
番地１

第04157070527号

令和3年4月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=965630

江上建設株式会社

ｴｶﾞﾐｹﾝｾﾂ

代表取締役 江上義紀

福岡県大川市大字酒見４７４番地９(事務
産業廃棄物処分業
所所在地：佐賀県)

第04121049498号

令和1年7月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=41699

株式会社大島産業

ｵｵｼﾏｻﾝ
ｷﾞｮｳ

代表取締役 大島権人

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２１３３番
地ロ第１

産業廃棄物収集運搬業

第04111007703号

平成29年3月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=951145

株式会社大島産業

ｵｵｼﾏｻﾝ
ｷﾞｮｳ

代表取締役 大島 権人

佐賀県神崎郡吉野ヶ里吉田2133番地ロ
第1

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151007703号

平成30年8月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=951145

株式会社大島産業

ｵｵｼﾏｻﾝ
ｷﾞｮｳ

代表取締役 大島 権人

佐賀県神崎郡吉野ヶ里吉田2133番地ロ
第1

特別管理産業廃棄物処分業

第04191007703号

平成30年8月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=951145

株式会社カガミ・エコ・ネット

ｶｶﾞﾐｴｺﾈｯﾄ 代表取締役 野田周二郎

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動４０９番地
産業廃棄物処分業
６

第04121158249号

平成28年1月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=466904

株式会社環境ＳＴＲ

ｶﾝｷｮｳｽﾀｰ 代表取締役 渕上 哲

佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸1150番地
産業廃棄物収集運搬業
5

第04107126607号

平成29年9月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=627026

有限会社坂井商店

ｻｶｲｼｮｳﾃﾝ 代表取締役 坂井茂夫

佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉６３５
特別管理産業廃棄物収集運搬業
番地１

第04151016143号 平成30年11月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12659

有限会社坂井商店

ｻｶｲｼｮｳﾃﾝ 代表取締役 坂井茂夫

佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉６３５
産業廃棄物収集運搬業
番地１

第04111016143号

平成28年3月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12659

有限会社坂井商店

ｻｶｲｼｮｳﾃﾝ 代表取締役 坂井茂夫

佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉６３５
産業廃棄物処分業
番地１

第04141016143号

平成28年3月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12659

佐賀環境整備株式会社

ｻｶﾞｶﾝｷｮｳｾ
代表取締役 石橋誠一郎 佐賀県神埼市千代田町姉６７番地
ｲﾋﾞ

産業廃棄物収集運搬業

第04111001592号

平成27年2月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=285413

佐賀環境整備株式会社

ｻｶﾞｶﾝｷｮｳｾ
代表取締役 石橋誠一郎 佐賀県神埼市千代田町姉６７番地
ｲﾋﾞ

産業廃棄物処分業

第04141001592号

平成27年2月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=285413

佐賀環境整備株式会社

ｻｶﾞｶﾝｷｮｳｾ
代表取締役 石橋誠一郎 佐賀県神埼市千代田町姉６７番地
ｲﾋﾞ

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04161001592号

平成30年10月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=285413

株式会社佐賀クリーン環境

ｻｶﾞｸﾘｰﾝｶﾝ
代表取締役 西川国男
ｷｮｳ

佐賀県佐賀市大和町大字川上１４９番地
産業廃棄物処分業
１

第04121024265号

平成30年3月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=19452

株式会社佐賀クリーン環境

ｻｶﾞｸﾘｰﾝｶﾝ
代表取締役 西川国男
ｷｮｳ

佐賀県佐賀市大和町大字川上１４９番地
産業廃棄物収集運搬業
１

第04111024265号

令和2年12月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=19452

令和3年2月16日 http://www.sanpainet.or.jp/

優良基準適合認定業者一覧
令和３年４月1日現在
事業者名

株式会社佐賀クリーン環境
一般財団法人 佐賀県環境クリーン
財団
一般財団法人 佐賀県環境クリーン
財団

ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者名

ｻｶﾞｸﾘｰﾝｶﾝ
代表取締役 西川国男
ｷｮｳ
ｻｶﾞｹﾝｶﾝｷｮ
ｳｸﾘｰﾝｻﾞｲ 理事長 原惣一郎
ﾀﾞﾝ
ｻｶﾞｹﾝｶﾝｷｮ
ｳｸﾘｰﾝｻﾞｲ 理事長 原惣一郎
ﾀﾞﾝ

所在地

許可の種類

許可番号

適合認定又は確認日

公開情報が閲覧できるホームページアドレス

佐賀県佐賀市大和町大字川上１４９番地
特別管理産業廃棄物収集運搬業
１

第04151024265号

平成28年8月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=19452

佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700番地20

産業廃棄物処分業

第04145144015号

平成29年7月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=458281

佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700番地20

特別管理産業廃棄物処分業

第04175144015号

平成29年7月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=458281

株式会社三協環境開発

ｻﾝｷｮｳｶﾝ
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

代表取締役 釜﨑博昭

佐賀県武雄市北方町大字志久８１５番地
産業廃棄物収集運搬業
１

第04107017752号

平成27年4月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=13992

株式会社三協環境開発

ｻﾝｷｮｳｶﾝ
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

代表取締役 釜﨑博昭

佐賀県武雄市北方町大字志久８１５番地
産業廃棄物処分業
１

第04127017752号

平成27年4月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=13992

株式会社サンワ環境

ｻﾝﾜｶﾝｷｮｳ 代表取締役 今泉利彦

佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮１６２８番
産業廃棄物収集運搬業
地１

第04111064822号

平成26年10月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=579590

株式会社サンワ環境

ｻﾝﾜｶﾝｷｮｳ 代表取締役 今泉利彦

佐賀県佐賀市兵庫町大字若宮１６２８番
特別管理産業廃棄物収集運搬業
地１

第04151064822号

平成26年10月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=579590

㈱篠原建設

ｼﾉﾊﾗｹﾝｾﾂ 代表取締役 篠原隆行

佐賀県鳥栖市蔵上町５８７番地の１

産業廃棄物収集運搬業

第04113006538号

令和2年12月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=05043

㈱篠原建設

ｼﾉﾊﾗｹﾝｾﾂ 代表取締役 篠原隆行

佐賀県鳥栖市蔵上町５８７番地の１

産業廃棄物処分業

第04133006538号

令和2年12月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=05043

㈱篠原建設

ｼﾉﾊﾗｹﾝｾﾂ 代表取締役 篠原隆行

佐賀県鳥栖市蔵上町５８７番地の１

特別管理産業廃棄物処分業

第04183006538号

令和2年12月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=05043

株式会社島田商会

ｼﾏﾀﾞｼｮｳｶｲ 代表取締役 島田勝

佐賀県多久市北多久町大字小侍８０１番
産業廃棄物収集運搬業
地

第04111018979号

平成28年6月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=161750

株式会社島田商会

ｼﾏﾀﾞｼｮｳｶｲ 代表取締役 島田勝

佐賀県多久市北多久町大字小侍８０１番
特別管理産業廃棄物収集運搬業
地

第04161018979号

平成28年6月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=161750

株式会社島田商会

ｼﾏﾀﾞｼｮｳｶｲ 代表取締役 島田勝

佐賀県多久市北多久町大字小侍８０１番
産業廃棄物処分業
地

第04121018979号

平成28年6月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=161750

有限会社信成開発

ｼﾝｾｲｶｲﾊﾂ 代表取締役 野田信彦

佐賀県武雄市武雄町大字武雄3410番地 産業廃棄物処分業

第04147020719号

令和2年3月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84920

有限会社信成開発

ｼﾝｾｲｶｲﾊﾂ 代表取締役 野田信彦

佐賀県武雄市武雄町大字武雄3410番地 産業廃棄物収集運搬業

第04117020719号

令和3年7月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84920

真生工業株式会社

ｼﾝｾｲｺｳｷﾞｮ
代表取締役 中島功
ｳ

佐賀県多久市多久町７５７番地５

産業廃棄物処分業

第04141062263号

令和2年8月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=505172

真生工業株式会社

ｼﾝｾｲｺｳｷﾞｮ
代表取締役 中島功
ｳ

佐賀県多久市多久町７５７番地５

産業廃棄物収集運搬業

第04111062263号

平成28年6月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=505172

真生工業株式会社

ｼﾝｾｲｺｳｷﾞｮ
代表取締役 中島功
ｳ

佐賀県多久市多久町７５７番地５

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151062263号

平成30年1月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=505172

大日技研株式会社

ダイニチギ 代表取締役 石橋 誠一
佐賀県神埼市千代田町姉６７番地
ケン
郎

産業廃棄物処分業

第04121038844号

令和3年4月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=77952

㈲谷田建設

ﾀﾆﾀﾞｹﾝｾﾂ 代表取締役 谷田 政行

佐賀県佐賀市大和町大字久留間3180番
産業廃棄物収集運搬業
地4

第04111010254号

平成30年11月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=07993

㈲谷田建設

ﾀﾆﾀﾞｹﾝｾﾂ 代表取締役 谷田 政行

佐賀県佐賀市大和町大字久留間3180番
特別管理産業廃棄物収集運搬業
地4

第04151010254号

平成30年11月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=07993

優良基準適合認定業者一覧
令和３年４月1日現在
事業者名

ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者名

所在地

株式会社D.C環境開発

ﾃﾞｨｰｼｰｶﾝ
代表取締役 今岡諭吉
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

株式会社寺松物流

ﾃﾗﾏﾂﾌﾞﾂﾘｭ 代表取締役 寺松 富士
佐賀県鳥栖市飯田町１８００番地１
ｳ
夫

株式会社ナラタ

ﾅﾗﾀ

代表取締役 羽根信夫

株式会社ナラタ

ﾅﾗﾀ

株式会社ナラタ

ﾅﾗﾀ

有限会社前田運送
有限会社前田運送

許可の種類

佐賀県佐賀市東与賀町大字飯盛４５５９
産業廃棄物収集運搬業
番地２

許可番号

適合認定又は確認日

公開情報が閲覧できるホームページアドレス

第04101144967号

令和3年2月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=264172

産業廃棄物収集運搬業

第04113119101号

令和2年7月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_t11.php

佐賀県唐津市宇木４３５番地１

産業廃棄物収集運搬業

第04115060319号

令和3年5月14日 http://www.narata.jp

代表取締役 羽根信夫

佐賀県唐津市宇木４３５番地１

産業廃棄物処分業

第04145060319号

令和3年5月14日 http://www.narata.jp

代表取締役 羽根信夫

佐賀県唐津市宇木４３５番地１

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04155060319号

令和3年5月14日 http://www.narata.jp

ﾏｴﾀﾞｳﾝｿｳ 代表取締役 横田 賢治 佐賀県伊万里市大坪町乙５０２２番地３

産業廃棄物収集運搬業

第04106023504号

令和3年3月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=580006

ﾏｴﾀﾞｳﾝｿｳ 代表取締役 横田 賢治 佐賀県伊万里市大坪町乙５０２２番地３

産業廃棄物処分業

第04126023504号

令和3年3月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=580006

