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公開情報が閲覧できるホームページアドレス

アサヒプリテック株式会社

ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ 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

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151000503号

平成27年10月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60025

アサヒプリテック株式会社

ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ 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

産業廃棄物収集運搬業

第04101000503号 平成27年11月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60025

アスナロ環境㈲

ｱｽﾅﾛｶﾝｷｮ
代表取締役 本多睦子
ｳ

長崎県長崎市鳴見台１－５５－１０

産業廃棄物収集運搬業

第04107071313号

平成30年1月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=373347

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

令和3年2月16日 http://www.sanpainet.or.jp/

有限会社荒巻商店

ｱﾗﾏｷｼｮｳﾃ
代表取締役 荒巻政広
ﾝ

福岡県久留米市善導寺町島１０４３番地
産業廃棄物収集運搬業
２

第04103132286号

平成29年1月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=423735

有限会社アリタサービス

ｱﾘﾀｻｰﾋﾞｽ 代表取締役 有田 康宏

福岡県北九州市八幡西区下畑町
４番21号

産業廃棄物収集運搬業

第04101074943号

令和2年8月17日 http://www.arita-s.com

有限会社アンツ

ｱﾝﾂ

代表取締役 山尾いつか 福岡県糟屋郡志免町田富一丁目５番１号 産業廃棄物収集運搬業

第04103063644号

令和2年8月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=358227

有限会社石辰原料

ｲｼﾀﾂｹﾞﾝﾘｮ
代表取締役 石橋國信
ｳ

福岡県大川市大字向島５４６番地

産業廃棄物収集運搬業

第04111046081号

平成29年2月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=06550

有限会社石辰原料

ｲｼﾀﾂｹﾞﾝﾘｮ
代表取締役 石橋國信
ｳ

福岡県大川市大字向島５４６番地

産業廃棄物処分業

第04121046081号

平成29年10月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=06550

株式会社イズナ産業

ｲｽﾞﾅｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 椙山祐司
ｳ

山口県下関市富任町五丁目２番４号

産業廃棄物収集運搬業

第04101010935号

平成29年7月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=302461

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

井上化学工業株式会社

ｲﾉｳｴｶｶﾞｸｺ
代表取締役 清水 貴之 大分県大分市豊海五丁目４番６号
ｳｷﾞｮｳ

産業廃棄物収集運搬業

第04101001487号

令和1年8月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01099

井上化学工業株式会社

ｲﾉｳｴｶｶﾞｸｺ
代表取締役 清水 貴之 大分県大分市豊海五丁目４番６号
ｳｷﾞｮｳ

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151001487号

令和1年8月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01099

株式会社イマナガ

ｲﾏﾅｶﾞ

代表取締役 今永良二

福岡県北九州市門司区新門司三丁目３８
特別管理産業廃棄物収集運搬業
番２号

第04153000662号

令和1年5月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00473

株式会社イマナガ

ｲﾏﾅｶﾞ

代表取締役 今永良二

福岡県北九州市門司区新門司三丁目３８
産業廃棄物収集運搬業
番２号

第04103000662号

令和2年12月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00473

有限会社岩藤清掃

ｲﾜﾌｼﾞｾｲｿｳ 代表取締役 岩藤守

長崎県大村市富の原一丁目１５１２番地
産業廃棄物収集運搬業
１

第04101003331号

平成29年1月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=504276

有限会社岩藤清掃

ｲﾜﾌｼﾞｾｲｿｳ 代表取締役 岩藤守

長崎県大村市富の原一丁目１５１２番地
産業廃棄物収集運搬業
１

第04121003331号

平成30年5月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=504276

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
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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

ｳﾐﾉｾｲｿｳｻ
代表取締役 海野泰兵
ﾝｷﾞｮｳ

長崎県長崎市八つ尾町28番12号

産業廃棄物収集運搬業

第04106004151号

令和2年3月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=271629

有限会社海野清掃産業

ｳﾐﾉｾｲｿｳｻ
代表取締役 海野泰兵
ﾝｷﾞｮｳ

長崎県長崎市八つ尾町28番12号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04156004151号

令和2年6月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=271629

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

株式会社エコ・フード

ｴｺ･ﾌｰﾄﾞ

代表取締役 熱田唯史

千葉県匝瑳市川辺２０８番地１

産業廃棄物収集運搬業

第04101073432号

平成27年5月11日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85132

エコアス株式会社

ｴｺｱｽ

代表取締役 大澤清和

福岡県福岡市博多区西月隈四丁目８番３
産業廃棄物収集運搬業
２号

第04101112141号

平成28年8月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=964346

エス・シー・マテリアル株式会社

ｴｽ･ｼｰ･ﾏﾃ
代表取締役 後藤智彦
ﾘｱﾙ

福岡県福岡市東区二又瀬新町１３番３８
産業廃棄物収集運搬業
号

第04103004134号

平成27年7月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=904382

株式会社エスケイ

ｴｽｹｲ

代表取締役 坂本尚紀

福岡県福岡市博多区月隈一丁目10番18
産業廃棄物収集運搬業
号

第04106062344号

平成30年6月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=299780

株式会社エスケイ

ｴｽｹｲ

代表取締役 坂本尚紀

福岡県福岡市博多区月隈一丁目10番18
特別管理産業廃棄物収集運搬業
号

第04156062344号

平成29年8月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=299780

株式会社エスプレス大分

ｴｽﾌﾟﾚｽｵｵ
代表取締役 椎原 邦友
ｲﾀ

大分県大分市大字下郡字向新地３７２０
産業廃棄物収集運搬業
番地の１

第04103005072号

平成31年2月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=628608

株式会社エスプレス大分

ｴｽﾌﾟﾚｽｵｵ
代表取締役 椎原 邦友
ｲﾀ

大分県大分市大字下郡字向新地３７２０
特別管理産業廃棄物収集運搬業
番地の１

第04153005072号

平成31年2月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=628608

株式会社NRS

ｴﾇｱｰﾙｴｽ 代表取締役 中山卓

福岡県北九州市若松区響町一丁目７９番
産業廃棄物収集運搬業
地１

第04103142405号

令和3年4月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=951620

株式会社エムアイ興産

ｴﾑｱｲｺｳｻﾝ 代表取締役 池田 正喜

長崎県佐世保市愛宕町38-1

産業廃棄物処分業

第04106000660号

平成30年5月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=98621

株式会社おうず工業

ｵｳｽﾞｺｳｷﾞｮ
代表取締役 山﨑愛
ｳ

長崎県佐世保市上本山町１番地３５７

産業廃棄物収集運搬業

第04106078280号

平成31年4月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=614056

株式会社おうず工業

ｵｳｽﾞｺｳｷﾞｮ
代表取締役 山﨑愛
ｳ

長崎県佐世保市上本山町１番地３５７

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04156078280号

平成28年12月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=614056

オーエム通商株式会社

ｵｰｴﾑﾂｳｼｮ
代表取締役 岡村睦夫
ｳ

東京都八王子市小津町１０６番地１

産業廃棄物収集運搬業

第04101001865号

平成28年1月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01390

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

大坪ＧＳＩ株式会社

ｵｵｽﾎﾞｼﾞｰｴ
代表取締役 大坪隆治
ｽｱｲ

福岡県柳川市大和町徳益４１６番地

産業廃棄物収集運搬業

第04101019127号

平成29年6月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=288329

大谷化学工業株式会社

ｵｵﾀﾆｶｶﾞｸｺ
代表取締役 大谷勝己
ｳｷﾞｮｳ

福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５６７番
特別管理産業廃棄物収集運搬業
地

第04151003811号

令和2年8月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02871

イワフチ運輸株式会社

ｲﾜﾌﾁｳﾝﾕ

有限会社海野清掃産業

代表取締役 岩渕慶太
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大谷化学工業株式会社

ｵｵﾀﾆｶｶﾞｸｺ
代表取締役 大谷勝己
ｳｷﾞｮｳ

福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５６７番
産業廃棄物収集運搬業
地

第04101003811号

令和2年9月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02871

大坪ＧＳＩ株式会社

ｵｵﾂﾎﾞｼﾞｰｴ
代表取締役 大坪隆治
ｽｱｲ

福岡県柳川市大和町徳益４１６番地

産業廃棄物処分業

第04121019127号

平成29年6月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=288329

株式会社オガワエコノス

ｵｶﾞﾜｴｺﾉｽ

広島県府中市高木町５０２番地の１０

産業廃棄物収集運搬業

第04103005189号

平成31年4月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03961

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

有限会社加藤産業

ｶﾄｳｻﾝｷﾞｮｳ 代表取締役 加藤 喬士 山口県下関市長府扇町6番21号

河津産業有限会社

ｶﾜﾂﾞｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 河津浩一
ｳ

福岡県田川郡香春町大字中津原１９７４
産業廃棄物収集運搬業
番地の２

第04101012641号 平成29年11月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=09800

河津産業有限会社

ｶﾜﾂﾞｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 河津浩一
ｳ

福岡県田川郡香春町大字中津原１９７４
特別管理産業廃棄物収集運搬業
番地の２

第04151012641号

平成28年8月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=09800

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

九州産廃株式会社

ｷｭｳｼｭｳｻﾝ
代表取締役 中田 浩利 熊本県菊池市西寺633番地2
ﾊﾟｲ

産業廃棄物収集運搬業

第04103003010号

平成30年11月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=229909

九州産廃株式会社

ｷｭｳｼｭｳｻﾝ
代表取締役 中田 浩利 熊本県菊池市西寺633番地2
ﾊﾟｲ

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153003010号

平成31年2月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=229909

株式会社九州事業センター

ｷｭｳｼｭｳｼﾞ
代表取締役 久保修一
ｷﾞｮｳｾﾝﾀｰ

福岡県福岡市南区平和一丁目３１番３５
産業廃棄物収集運搬業
号

第04103007489号

平成29年1月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=390892

九州北清株式会社

ｷｭｳｼｭｳﾎｸ
代表取締役 川井雄一
ｾｲ

宮崎県小林市東方４０６６番地２５

産業廃棄物収集運搬業

第04103033143号

平成28年9月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=26923

九州北清株式会社

ｷｭｳｼｭｳﾎｸ
代表取締役 川井雄一
ｾｲ

宮崎県小林市東方４０６６番地２５

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04105033143号

平成28年9月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=26923

株式会社九州北部サービス

ｷｭｳｼｭｳﾎｸ
代表取締役 西崎 晃
ﾌﾞｻｰﾋﾞｽ

福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33

産業廃棄物処分業

第04106008056号

平成30年6月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=398227

九州マックス株式会社

ｷｭｳｼｭｳﾏｯ
代表取締役 原光正
ｸｽ

福岡県福岡市博多区東比恵二丁目１８番
特別管理産業廃棄物収集運搬業
１２号

第04153097557号

平成26年9月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=560710

共栄環境開発㈱

ｷｮｳｴｲｶﾝ
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

代表取締役 久留須智子 福岡県大牟田市汐屋町5番地の15

産業廃棄物処分業

第04121000741号

共栄環境開発株式会社

ｷｮｳｴｲｶﾝ
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

代表取締役 久留須智子 福岡県大牟田市汐屋町５番地の１５

産業廃棄物収集運搬業

第04101000741号

令和3年4月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=124041

共栄環境開発株式会社

ｷｮｳｴｲｶﾝ
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

代表取締役 久留須智子 福岡県大牟田市汐屋町５番地の１５

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151000741号

平成30年1月11日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=124041

喜楽鉱業株式会社

ｷﾗｸｺｳｷﾞｮｳ 代表取締役 小宮山茂幸 滋賀県湖南市石部口二丁目７番３３号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153004194号 平成27年11月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60271

喜楽鉱業株式会社

ｷﾗｸｺｳｷﾞｮｳ 代表取締役 小宮山茂幸 滋賀県湖南市石部口二丁目７番３３号

産業廃棄物収集運搬業

第04103004194号

平成28年5月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60271

株式会社クリーンセンター

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 代表取締役 酒田雅央

福岡県北九州市門司区新門司３丁目６７
産業廃棄物収集運搬業
番地の９

第04103001341号

平成28年4月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00987

代表取締役 小川勲

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
産業廃棄物収集運搬業

第04121158249号

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

第04101108657号

令和2年12月4日 http://www.sanpainet.or.jp/

平成31年4月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=124041
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株式会社Ｇｒｅｅｎ ｐｒｏｐ

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛｯ
代表取締役 川添克子
ﾌﾟ

福岡県筑紫野市大字永岡１２７２番地１４ 産業廃棄物収集運搬業

第04103008045号

株式会社Ｇｒｅｅｎ ｐｒｏｐ

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛｯ
代表取締役 川添克子
ﾌﾟ

福岡県筑紫野市大字永岡１２７２番地１４ 特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153008045号 平成29年12月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=83827

株式会社縣北衛生社

ｹﾝﾎｸｴｲｾｲ
代表取締役 外間 広志 長崎県佐世保市干尽町3番地47
ｼｬ

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151005214号

平成30年8月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=76818

株式会社縣北衛生社

ｹﾝﾎｸｴｲｾｲ
代表取締役 外間 広志 長崎県佐世保市干尽町3番地47
ｼｬ

産業廃棄物収集運搬業

第04106005214号

令和2年7月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=76818

興栄商事㈱

ｺｳｴｲｼｮｳｼﾞ 代表取締役 岩本 守

神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目13番
産業廃棄物収集運搬業
地3

第04103041190号

令和2年8月21日 http://www2.sanpainet.or.jp

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

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
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

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

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

平成26年5月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=83827

佐和屋産業株式会社

ｻﾜﾔｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 眞鍋一三
ｳ

福岡県筑紫野市大字山家４０５５番地の
特別管理産業廃棄物収集運搬業
１

第04153005488号

令和1年10月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=461097

佐和屋産業株式会社

ｻﾜﾔｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 眞鍋一三
ｳ

福岡県筑紫野市大字山家４０５５番地の
産業廃棄物収集運搬業
１

第04103005488号

平成28年4月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=461097

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

株式会社産興エコサービス

ｻﾝｺｳｴｺｻｰ
代表取締役 吉武智生
ﾋﾞｽ

福岡県北九州市門司区新門司三丁目６５
産業廃棄物収集運搬業
番

第04103006805号

平成30年3月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=841246
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株式会社産興エコサービス

ｻﾝｺｳｴｺｻｰ
代表取締役 吉武智生
ﾋﾞｽ

福岡県北九州市門司区新門司三丁目６５
特別管理産業廃棄物収集運搬業
番

第04153006805号

平成30年3月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=841246

株式会社サンゴールド

ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ

代表取締役 横内和好

福岡県筑紫郡那珂川町今光三丁目７０番
産業廃棄物収集運搬業
地

第04103042723号

平成30年3月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=35463

株式会社三照

ｻﾝｼｮｳ

代表取締役 諸岡顕臣

福岡県大牟田市四山町８０番地の７７

産業廃棄物収集運搬業

第04103004870号

平成30年4月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03705

株式会社三照

ｻﾝｼｮｳ

代表取締役 諸岡顕臣

福岡県大牟田市四山町８０番地の７７

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153004870号

平成30年4月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03705

株式会社サンダイ

ｻﾝﾀﾞｲ

代表取締役 出口征一

福岡県福岡市東区郷口町８番２８号

産業廃棄物収集運搬業

第04103043288号

平成29年3月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=766700

株式会社サンダイ

ｻﾝﾀﾞｲ

代表取締役 出口征一

福岡県福岡市東区郷口町８番２８号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153043288号

平成29年3月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=766700

株式会社サンテン都市開発

ｻﾝﾃﾝﾄｼｶｲ
代表取締役 五領勝徳
ﾊﾂ

福岡県久留米市荒木町藤田１３５２番地
産業廃棄物収集運搬業
９

第04103006588号

平成27年8月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=287010

株式会社サンテン都市開発

ｻﾝﾃﾝﾄｼｶｲ
代表取締役 五領勝徳
ﾊﾂ

福岡県久留米市荒木町藤田１３５２番地
特別管理産業廃棄物収集運搬業
９

第04153006588号

平成27年8月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=287010

三藤商事株式会社

ｻﾝﾄｳｼｮｳｼﾞ 代表取締役 佐藤正己

大分県大分市大字羽田１０６０番地の４

産業廃棄物収集運搬業

第04101003862号

平成29年9月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=945106

三藤商事株式会社

ｻﾝﾄｳｼｮｳｼﾞ 代表取締役 佐藤正己

大分県大分市大字羽田１０６０番地の４

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151003862号

令和2年9月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=945106

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

株式会社三和興業

ｻﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ 代表取締役 大山哲寿

福岡県福岡市東区千早二丁目２番４３号 特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153020039号

令和3年4月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84832

株式会社三和興業

ｻﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ 代表取締役 大山哲寿

福岡県福岡市東区千早二丁目２番４３号 産業廃棄物収集運搬業

第04103020039号

平成28年9月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84832

サンワリューツー株式会社

ｻﾝﾜﾘｭｰﾂｰ 代表取締役 谷口隆司

愛知県刈谷市一里山家下80番地

産業廃棄物収集運搬業

第04101005459号 平成29年12月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04182

サンワリューツー株式会社

ｻﾝﾜﾘｭｰﾂｰ 代表取締役 谷口隆司

愛知県刈谷市一里山家下80番地

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151005459号 平成29年12月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04182

㈱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

柴田産業株式会社

ｼﾊﾞﾀｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 柴田功治
ｳ

福岡県久留米市梅満町１２４６番地の１

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153000145号

平成28年3月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=463490

柴田産業株式会社

ｼﾊﾞﾀｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 柴田功治
ｳ

福岡県久留米市梅満町１２４６番地の１

産業廃棄物収集運搬業

第04103000145号

平成28年5月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=463490
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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

有限会社ショウエイ環境

ｼｮｳｴｲｶﾝ
ｷｮｳ

産業廃棄物収集運搬業

第04103059050号

平成31年3月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=403749

株式会社勝利商會

ｼｮｳﾘｼｮｳｶｲ 代表取締役 下田勝利

鹿児島県鹿児島市小川町２７番２号

産業廃棄物収集運搬業

第04101002945号

平成29年6月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60178

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

株式会社西菱環境開発

ｾｲﾘｮｳｶﾝ
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

代表取締役 西村邦俊

長崎県長崎市三京町２７５０番１

産業廃棄物収集運搬業

第04107004000号

令和2年10月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03022

株式会社西菱環境開発

ｾｲﾘｮｳｶﾝ
ｷｮｳｶｲﾊﾂ

代表取締役 西村邦俊

長崎県長崎市三京町２７５０番１

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04157004000号

平成27年1月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03022

株式会社ダイセキ

ﾀﾞｲｾｷ

代表取締役 柱秀貴

愛知県名古屋市港区船見町１番地８６

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151002742号

平成27年9月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

株式会社ダイセキ

ﾀﾞｲｾｷ

代表取締役 柱秀貴

愛知県名古屋市港区船見町１番地８６

産業廃棄物収集運搬業

第04101002742号

平成28年5月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

株式会社ダイテック

ﾀﾞｲﾃｯｸ

代表取締役 市原 大輔

福岡県朝倉郡筑前町四三嶋1178-1

産業廃棄物収集運搬業

第04101148608号

令和1年5月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=209478

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

株式会社太陽化学

ﾀｲﾖｳｶｶﾞｸ

代表取締役 小川栄作

鹿児島県鹿児島市石谷町１０６番地２

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151004280号

平成27年9月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03246

株式会社太陽化学

ﾀｲﾖｳｶｶﾞｸ

代表取締役 小川栄作

鹿児島県鹿児島市石谷町１０６番地２

産業廃棄物収集運搬業

第04101004280号

平成28年3月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03246

㈲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

株式会社中央環境

ﾁｭｳｵｳｶﾝ
ｷｮｳ

長崎県長崎市西海町２７３９番地４

第04106004152号

令和2年11月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03141

代表取締役 橋本健一郎 福岡県筑後市大字西牟田6352番地1

代表取締役 上田恭久

産業廃棄物収集運搬業
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株式会社中央環境
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株式会社塚崎運送

代表者名

許可の種類

許可番号

適合認定又は確認日
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長崎県長崎市西海町２７３９番地４

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04156004152号

令和2年11月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03141

ﾂｶｻﾞｷｳﾝｿ
代表取締役 塚崎易光
ｳ

福岡県大牟田市四山町８０番地の７１

産業廃棄物収集運搬業

第04101043639号

平成29年3月23日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85015

株式会社津田

ﾂﾀﾞ

熊本県八代市鏡町鏡村３３番地６

産業廃棄物収集運搬業

第04101023816号

令和2年3月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=622980

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

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

第04101144967号

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

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

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

東建工業株式会社

ﾄｳｹﾝｺｳｷﾞｮ
代表取締役 古賀紳也
ｳ

福岡県久留米市原古賀町２５番地の１１ 産業廃棄物収集運搬業

第04103002188号

令和3年3月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01633

東建工業株式会社

ﾄｳｹﾝｺｳｷﾞｮ
代表取締役 古賀紳也
ｳ

福岡県久留米市原古賀町２５番地の１１ 特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153002188号

令和3年3月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01633

株式会社都市資源開発

ﾄｼｼｹﾞﾝｶｲﾊ
代表取締役 田篭英治
ﾂ

福岡県福岡市博多区東光二丁目１６番１
産業廃棄物収集運搬業
８号

第04101005573号

令和3年3月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60344

株式会社富商

ﾄﾐｼｮｳ

福岡県大野城市御笠川四丁目4番3号

産業廃棄物収集運搬業

第04103070979号

令和2年6月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85001

株式会社長崎環境美化

ﾅｶﾞｻｷｶﾝｷｮ
代表取締役 奥野良功
ｳﾋﾞｶ

長崎県長崎市住吉町１５番１７号

産業廃棄物収集運搬業

第04107020053号 平成28年10月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=16023

株式会社永野商店

ﾅｶﾞﾉｼｮｳﾃﾝ 代表取締役 永野 順也 熊本県熊本市室園町10番22号

産業廃棄物収集運搬業

第04103006800号

令和2年7月21日 http://www.eco-nagano.jp

株式会社楢崎商事

ﾅﾗｻﾞｷｼｮｳ
代表取締役 楢崎昭治
ｼﾞ

福岡県福岡市博多区金の隈二丁目１９番
産業廃棄物収集運搬業
１２号

第04103027310号

平成27年8月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=852583

株式会社ナラタ

ﾅﾗﾀ

代表取締役 羽根信夫

佐賀県唐津市宇木４３５番地１

産業廃棄物収集運搬業

第04115060319号

令和3年5月14日 http://www.narata.jp

株式会社ナラタ

ﾅﾗﾀ

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

株式会社ナラタ

ﾅﾗﾀ

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

株式会社ニシゲン

ﾆｼｹﾞﾝ

代表取締役 佐藤秀幸

福岡県直方市大字下新入字大久保１９２
産業廃棄物収集運搬業
４番地の１

第04101001745号

令和3年3月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=718170

株式会社西興

ﾆｼｺｳ

代表取締役 田原直幸

福岡県福岡市博多区奈良屋町14番3号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153035624号

令和2年3月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=846668

ﾆｼｼｮｳﾃﾝ

代表取締役 西義雄

東京都大田区池上六丁目２８番５号

産業廃棄物収集運搬業

第04101000688号

福岡県糟屋郡粕屋町長者原東四丁目８
番２０号

産業廃棄物収集運搬業

第04103002589号

令和3年4月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=525972

福岡県糟屋郡粕屋町長者原東四丁目８
番２０号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153002589号

令和3年4月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=525972

福岡県飯塚市上三緒１番４７

産業廃棄物収集運搬業

第04103047618号

令和2年3月14日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=324117

株式会社西商店
株式会社日本医療環境サービス
株式会社日本医療環境サービス
有限会社日本ダストサービス

代表取締役 上田恭久

所在地

代表取締役 津田昭彦

代表取締役 大原和枝

ﾆﾎﾝｲﾘｮｳｶ
ﾝｷｮｳｻｰﾋﾞ 代表取締役 角 武志
ｽ
ﾆﾎﾝｲﾘｮｳｶ
ﾝｷｮｳｻｰﾋﾞ 代表取締役 角 武志
ｽ
ﾆﾎﾝﾀﾞｽﾄｻｰ
代表取締役 竹下洋一
ﾋﾞｽ

平成27年1月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60034
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株式会社野原商会

ﾉﾊﾗｼｮｳｶｲ 代表取締役 野原和彦

福岡県北九州市門司区新門司三丁目２５
特別管理産業廃棄物収集運搬業
番

第04151003282号 平成26年12月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=922907

株式会社野原商会

ﾉﾊﾗｼｮｳｶｲ 代表取締役 野原和彦

福岡県北九州市門司区新門司三丁目２５
産業廃棄物収集運搬業
番

第04101003282号

早来工営株式会社

ﾊﾔｷﾀｺｳｴｲ 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

産業廃棄物収集運搬業

第04101001169号

平成29年2月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00854

早来工営株式会社

ﾊﾔｷﾀｺｳｴｲ 代表取締役 小松稔明

神奈川県川崎市川崎区扇町６番２号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04105001169号

平成29年2月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00854

日野金属産業株式会社

ﾋﾉｷﾝｿﾞｸｻﾝ
代表取締役 糟谷敏美
ｷﾞｮｳ

東京都八王子市旭町１１番５号

産業廃棄物収集運搬業

第04101038060号

平成28年10月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85517

平木工業株式会社

ﾋﾗｷｺｳｷﾞｮｳ 代表取締役 平木實男

長崎県長崎市三京町２８４２番地１

産業廃棄物収集運搬業

第04103002069号

平成27年6月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=802470

平木工業株式会社

ﾋﾗｷｺｳｷﾞｮｳ 代表取締役 平木實男

長崎県長崎市三京町２８４２番地１

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153002069号

平成27年6月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=802470

株式会社深町泰三商店

ﾌｶﾏﾁﾀｲｿﾞｳ
代表取締役 深町誠
ｼｮｳﾃﾝ

福岡県柳川市三橋町柳河９１４の１０

産業廃棄物収集運搬業

第04103015868号

平成26年8月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=555592

福岡産業開発株式会社

ﾌｸｵｶｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 吉永清美
ｳｶｲﾊﾂ

福岡県糟屋郡新宮町大字立花口２１９１
産業廃棄物収集運搬業
番地１

第04103001312号 平成26年12月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=496088

株式会社フクナン開発

ﾌｸﾅﾝｶｲﾊﾂ 代表取締役 中川原孝

福岡県筑後市大字徳久１番地

産業廃棄物収集運搬業

第04101014528号

平成28年5月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85579

藤澤環境開発株式会社

ﾌｼﾞｻﾜｶﾝｷｮ
代表取締役 松井勝
ｳｶｲﾊﾂ

大分県大分市久原中央四丁目７番１号

産業廃棄物収集運搬業

第04101051858号

令和2年11月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=43892

藤澤環境開発株式会社

ﾌｼﾞｻﾜｶﾝｷｮ
代表取締役 松井勝
ｳｶｲﾊﾂ

大分県大分市久原中央四丁目７番１号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151051858号

平成29年5月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=43892

株式会社フチガミ

ﾌﾁｶﾞﾐ

代表取締役 渕上明彦

福岡県久留米市津福本町２３００番地１０

特別管理産業廃棄物
収集運搬業

第04153004767号

平成28年4月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=79076

株式会社フチガミ

ﾌﾁｶﾞﾐ

代表取締役 渕上明彦

福岡県久留米市津福本町２３００番地１０ 産業廃棄物収集運搬業

第04103004767号

平成28年6月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=79075

HOKO株式会社

ﾎｳｺｳ

代表取締役 光長浩

大分県大分市大字津守３７０番地の１

産業廃棄物収集運搬業

第04103102342号

平成29年4月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84805

ホクザイ運輸株式会社

ﾎｸｻﾞｲｳﾝﾕ 代表取締役 河本一成

福岡県北九州市小倉北区西港町７２番地
産業廃棄物収集運搬業
の３０

第04103046842号

令和3年2月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=39257

ホクザイ運輸株式会社

ﾎｸｻﾞｲｳﾝﾕ 代表取締役 河本一成

福岡県北九州市小倉北区西港町７２番地
産業廃棄物処分業
の３０

第04123046842号

平成26年9月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=39257

株式会社星山商店

ﾎｼﾔﾏｼｮｳﾃ
代表取締役 星山一憲
ﾝ

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘九丁目５番７
産業廃棄物収集運搬業
６号

第04101001972号

令和3年3月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85343

株式会社星山商店

ﾎｼﾔﾏｼｮｳﾃ
代表取締役 星山一憲
ﾝ

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘九丁目５番７ 特別管理産業廃棄物
６号
収集運搬業

第04151001972号

令和3年4月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85343

有限会社前田運送

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

有限会社前田運送

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

平成28年5月2日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=922907
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松田産業株式会社

ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 松田芳明
ｳ

東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

産業廃棄物収集運搬業

第04103000192号

令和1年7月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00125

松田産業株式会社

ﾏﾂﾀﾞｻﾝｷﾞｮ
代表取締役 松田芳明
ｳ

東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153000192号

令和2年8月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00125

丸嘉運輸倉庫株式会社

ﾏﾙｶｳﾝﾕｿｳ
代表取締役 前川哲弥
ｺ

大阪府吹田市南金田一丁目１３番３４号 産業廃棄物収集運搬業

第04101055928号 平成30年11月13日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=459222

有限会社丸津商店

ﾏﾙﾂｼｮｳﾃﾝ 代表取締役 津本高景

広島県広島市安芸区矢野東3-4-25

産業廃棄物収集運搬業

第04101015736号

令和2年2月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12332

有限会社丸津商店

ﾏﾙﾂｼｮｳﾃﾝ 代表取締役 津本高景

広島県広島市安芸区矢野東3-4-25

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04101015736号

令和2年2月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=12332

ミナミ金属株式会社

ﾐﾅﾐｷﾝｿﾞｸ

代表取締役 岡村昇

石川県金沢市打木町東１４２６番地

産業廃棄物収集運搬業

第04101035690号

平成28年5月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=29224

ミナミ金属株式会社

ﾐﾅﾐｷﾝｿﾞｸ

代表取締役 岡村昇

石川県金沢市打木町東１４２６番地

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151035690号

令和2年9月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=29224

三原物流株式会社

ﾐﾊﾗﾌﾞﾂﾘｭｳ 代表取締役 三原茂

福岡県京都郡苅田町長浜町8番地

産業廃棄物収集運搬業

第04101053035号

令和1年10月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=89396

株式会社森商事

ﾓﾘｼｮｳｼﾞ

代表取締役 森史朗

福岡県大牟田市大字草木1263番地

産業廃棄物収集運搬業

第04101000663号

平成29年6月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=564836

株式会社森商事

ﾓﾘｼｮｳｼﾞ

代表取締役 森 史朗

福岡県大牟田市大字草木1263番地

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151000663号

平成30年9月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=564836

モリタ企画産業株式会社

ﾓﾘﾀｷｶｸｻﾝ
福岡県福岡市城南区別府二丁目12番3
代表取締役 森田 征幸
ｷﾞｮｳ
号

産業廃棄物収集運搬業

第04101141531号

ヤクシン開発株式会社

ﾔｸｼﾝｶｲﾊﾂ 代表取締役 安川隆

福岡県北九州市八幡西区楠橋西二丁目
産業廃棄物収集運搬業
１３番８号

第04103018712号

株式会社ヤマグチケイケイエス

ﾔﾏｸﾞﾁｹｲｹ
代表取締役 大川雄一
ｲｴｽ

山口県防府市岡村町10番12号

第04111131483号

㈱ユアック

ﾕｱｯｸ

岡山県久米郡美咲町吉ヶ原393番地の2 特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04151007551号

有価物回収協業組合石坂グループ

ﾕｳｶﾌﾞﾂｶｲ
ｼｭｳｷｮｳｷﾞｮ
代表理事 石坂孝光
ｳｸﾐｱｲｲｼｻﾞ
ｶｸﾞﾙｰﾌﾟ

熊本県熊本市戸島町２８７４番地

産業廃棄物収集運搬業

第04103023165号

令和3年3月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=18531

株式会社豊解体工業

ﾕﾀｶｶｲﾀｲｺ
代表取締役 山上知子
ｳｷﾞｮｳ

福岡県柳川市佃町１３１２番地６

産業廃棄物収集運搬業

第04103010313号

平成26年7月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=08038

株式会社豊解体工業

ﾕﾀｶｶｲﾀｲｺ
代表取締役 山上知子
ｳｷﾞｮｳ

福岡県柳川市佃町１３１２番地６

特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153010313号

平成26年7月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=08038

リサイクルセンター株式会社

ﾘｻｲｸﾙｾﾝ
ﾀｰ

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 産業廃棄物収集運搬業

第04103008395号

平成26年9月1日

リサイクルセンター株式会社

ﾘｻｲｸﾙｾﾝ
ﾀｰ

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 特別管理産業廃棄物収集運搬業

第04153008395号

平成26年9月1日

代表取締役 赤本 裕

産業廃棄物収集運搬業

令和3年6月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=795454
平成27年3月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=14807
令和2年4月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=816686
令和2年10月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=136166

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65149

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65149

