
高知県優良産廃処理業者一覧(平成30年12月１日現在)

事業者名 代表者役職名 代表者氏名 所在地 許可の種類 許可番号 許可年月日
優良認定・優良確認

年月日
許可期限年月日

公表情報が閲覧できるﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

有限会社島田商店 代表取締役 島田　洋 高知県高知市池４０２番地１８ 産業廃棄物処分業 第03920031854号 平成30年2月27日 平成30年2月27日 平成36年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=25783

有限会社島田商店 代表取締役 島田　洋 高知県高知市池４０２番地１８ 産業廃棄物収集運搬業 第03910031854号 平成29年7月4日 平成29年7月4日 平成36年7月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=25783

有限会社島田商店 代表取締役 島田　洋 高知県高知市池４０２番地１８
特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03960031854号 平成30年2月27日 平成30年2月27日 平成37年1月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=25783

安岡金属株式会社 代表取締役 安岡　英一
高知県高知市仁井田4570番地
１

産業廃棄物処分業 第03920019854号 平成30年5月13日 平成23年6月8日 平成37年5月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=15847

安岡金属株式会社 代表取締役 安岡　英一
高知県高知市仁井田4570番地
1

産業廃棄物収集運搬業 第03900019854号 平成26年7月5日 平成26年7月5日 平成33年7月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=15847

平林金属株式会社 代表取締役 平林　実
岡山県岡山市北区下中野３４
７番地１０４

産業廃棄物収集運搬業 第03900003245号 平成27年12月10日 平成27年12月10日 平成34年12月9日
http://www.hirakin.co.jp/jyouhou.to
p.htm

アサヒプリテック株式会
社

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03900000503号 平成27年7月9日 平成27年7月9日 平成34年7月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60025

アサヒプリテック株式会
社

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03950000503号 平成27年10月12日 平成27年10月12日 平成34年10月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60025

株式会社イージーエス 代表取締役 村上　正一
愛媛県新居浜市新田町三丁目
１番３９号

産業廃棄物収集運搬業 第03900003515号 平成30年7月3日 平成30年7月3日 平成36年12月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60219

株式会社イージーエス 代表取締役 村上　正一
愛媛県新居浜市新田町三丁目
１番３９号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950003515号 平成30年7月3日 平成30年7月3日 平成36年12月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60219

大栄環境株式会社 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

産業廃棄物収集運搬業 第03900003203号 平成27年1月8日 平成27年1月8日 平成34年1月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02386

大栄環境株式会社 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950003203号 平成23年10月4日 平成23年10月4日 平成30年10月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02386

喜楽鉱業株式会社 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03900004194号 平成27年5月21日 平成27年5月21日 平成34年5月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u2.php?UserID=60271

喜楽鉱業株式会社 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03950004194号 平成27年5月21日 平成27年5月21日 平成34年5月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u2.php?UserID=60271

富士企業株式会社 代表取締役 大森　雄嗣
広島県広島市佐伯区楽々園四
丁目６番１９号

産業廃棄物収集運搬業 第03900004411号 平成27年10月24日 平成27年10月24日 平成34年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03345

富士企業株式会社 代表取締役 大森　雄嗣
広島県広島市佐伯区楽々園四
丁目６番１９号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950004411号 平成27年10月24日 平成27年10月24日 平成34年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03345

株式会社アイザック・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

産業廃棄物収集運搬業 第03900000485号 平成28年8月2日 平成28年8月2日 平成35年8月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00337

株式会社アイザック・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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950000485号 平成24年2月26日 平成24年2月26日 平成31年2月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00338

サンキュウ・リマテック
株式会社

代表取締役 岡村　実成 兵庫県尼崎市東浜町５番地 産業廃棄物収集運搬業 第03900079640号 平成28年9月14日 平成28年9月14日 平成35年9月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=70199
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リサイクルセンター株
式会社

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03900008395号 平成24年5月6日 平成24年6月25日 平成31年5月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65149

リサイクルセンター株
式会社

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03950008395号 平成26年3月23日 平成26年3月23日 平成33年3月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65149

株式会社ＩＳＣ 代表取締役 園崎　義雄
広島県広島市佐伯区五日市中
央四丁目７番２４号

産業廃棄物収集運搬業 第03900004555号 平成26年11月17日 平成26年11月17日 平成33年11月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03465

株式会社ＩＳＣ 代表取締役 園崎　義雄
広島県広島市佐伯区五日市中
央四丁目７番２４号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950004555号 平成28年7月8日 平成28年7月8日 平成35年7月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03465

広交産業株式会社 代表取締役 佐島　弘晃
広島県広島市南区出島一丁目
３４番４０号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950004079号 平成24年8月15日 平成24年8月15日 平成31年8月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=791692

ミヤマ株式会社 代表取締役 南　克明
長野県長野市稲里一丁目５番
地３

産業廃棄物収集運搬業 第03900000553号 平成27年11月29日 平成27年11月29日 平成34年11月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00389

ミヤマ株式会社 代表取締役 南　克明
長野県長野市稲里一丁目５番
地３

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950000553号 平成27年7月16日 平成27年7月16日 平成34年7月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00389

新日本開発株式会社 代表取締役 永川　仁秀
兵庫県姫路市飾磨区中島3059
番地２

産業廃棄物収集運搬業 第03900005542号 平成28年7月5日 平成28年7月5日 平成35年7月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04249

日本産業廃棄物処理
株式会社

代表取締役 重田　和夫
静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2465
番地

産業廃棄物収集運搬業 第03900002294号 平成28年2月25日 平成28年2月25日 平成35年4月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804930

日本産業廃棄物処理
株式会社

代表取締役 重田　和夫
静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2465
番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950002294号 平成27年12月22日 平成27年12月22日 平成34年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804930

大幸工業株式会社 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

産業廃棄物収集運搬業 第03900002036号 平成25年2月18日 平成25年2月18日 平成32年2月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01520

松田産業株式会社 代表取締役 松田　芳明
東京都新宿区西新宿一丁目２
６番２号

産業廃棄物収集運搬業 第03900000192号 平成27年10月26日 平成27年10月26日 平成34年10月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00125

松田産業株式会社 代表取締役 松田　芳明
東京都新宿区西新宿一丁目２
６番２号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950000192号 平成25年2月2日 平成25年2月2日 平成32年2月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00125

株式会社住共クリーン
センター

代表取締役 今井　基博
愛媛県新居浜市磯浦町１６番
５号

産業廃棄物収集運搬業 第0390000１569号 平成27年3月19日 平成27年3月19日 平成34年3月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00389

シグマテック株式会社 代表取締役 深江　伯史
東京都中央区日本橋富沢町５
番４号

産業廃棄物収集運搬業 第03900001002号 平成25年9月17日 平成25年9月17日 平成32年9月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=115136

酒井興産株式会社 代表取締役 酒井　太郎
愛媛県新居浜市船木４３３６番
地２

産業廃棄物収集運搬業 第03900005770号 平成25年11月13日 平成25年11月13日 平成32年11月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04431

東広商事株式会社 代表取締役 篠原　幸一
広島県東広島市黒瀬町小多田
１６番地９２

産業廃棄物収集運搬業 第03900003338号 平成25年11月27日 平成25年11月27日 平成32年11月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02496

株式会社西商店 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03900000688号 平成25年12月11日 平成25年12月11日 平成32年12月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60034

株式会社新岡山工業 代表取締役 田口　芳美
岡山県久米郡美咲町吉ヶ原字
火の谷１０８０番地

産業廃棄物収集運搬業 第03900008188号 平成26年1月23日 平成26年1月23日 平成33年1月22日 http://shin-oka.co.jp/index.html
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株式会社国見開発工
業

代表取締役 中野　裕千
高知県高知市朝倉己１１５２番
地９

産業廃棄物収集運搬業 第03900016746号 平成26年2月19日 平成26年2月19日 平成33年2月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=623048

株式会社国見開発工
業

代表取締役 中野　裕千
高知県高知市朝倉己１１５２番
地９

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950016746号 平成26年2月19日 平成26年2月19日 平成33年2月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=623048

株式会社金城滋商事 代表取締役 金城　滋
愛媛県松山市南吉田町２２２２
番地１

産業廃棄物収集運搬業 第03900049474号 平成27年5月7日 平成27年5月7日 平成34年4月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=915413

株式会社塵芥センター 代表取締役 平尾　範明
香川県高松市一宮町１６８６番
地６

産業廃棄物収集運搬業 第03900003495号 平成26年11月24日 平成26年11月24日 平成33年11月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02614

株式会社森商事 代表取締役 森　史朗
福岡県大牟田市大字草木１２
６３番地

産業廃棄物収集運搬業 第03900000663号 平成27年8月24日 平成27年8月24日 平成34年8月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=564836

株式会社森商事 代表取締役 森　史朗
福岡県大牟田市大字草木１２
６３番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950000663号 平成28年8月4日 平成28年8月4日 平成35年8月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=564836

株式会社カンサイ 代表取締役 川本　義二
広島県広島市佐伯区五日市町
大字石内４６０番地

産業廃棄物収集運搬業 第03900004558号 平成27年9月5日 平成27年9月5日 平成34年9月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60295

株式会社カンサイ 代表取締役 川本　義二
広島県広島市佐伯区五日市町
大字石内４６０番地

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950004558号 平成27年9月5日 平成27年9月5日 平成34年9月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60295

オーエム通商株式会社 代表取締役 岡村　睦夫
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03900001865号 平成28年2月25日 平成28年2月25日 平成35年1月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01390

藤澤環境開発株式会
社

代表取締役 松井　賢二
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03900051858号 平成28年4月11日 平成28年4月11日 平成35年4月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=43892

藤澤環境開発株式会
社

代表取締役 松井　賢二
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03950051858号 平成28年4月4日 平成28年4月4日 平成35年4月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=43892

早来工営株式会社 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03900001169号 平成28年8月19日 平成28年8月19日 平成35年8月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00854

早来工営株式会社 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

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950001169号 平成28年8月19日 平成28年8月19日 平成35年8月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00854

東芝環境ソリューション
株式会社

代表取締役 増山　宏
神奈川県横浜市鶴見区寛政町
２０番１号

産業廃棄物収集運搬業 第03900000343号 平成28年10月13日 平成28年10月13日 平成35年10月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65023

有限会社丸津商店 代表取締役 津本　高景
広島県広島市安芸区矢野東三
丁目４番２５号

産業廃棄物収集運搬業 第03900015736号 平成28年10月15日 平成28年10月15日 平成35年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=12332

有限会社丸津商店 代表取締役 津本　高景
広島県広島市安芸区矢野東三
丁目４番２６号

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950015736号 平成28年10月15日 平成28年10月15日 平成35年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=12332

株式会社ミナミ金属 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03900035690号 平成29年5月30日 平成29年5月30日 平成36年5月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=29224

河津産業有限会社 代表取締役 河津　浩一
福岡県田川郡香春町大字中津
原１９７４番地の２

産業廃棄物収集運搬業 第03900012641号 平成29年6月1日 平成29年6月1日 平成36年5月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=09800

河津産業有限会社 代表取締役 河津　浩一
福岡県田川郡香春町大字中津
原１９７４番地の２

特別管理産業廃棄物収
集運搬業

第03950012641号 平成29年6月1日 平成29年6月1日 平成36年5月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=09800



事業者名 代表者役職名 代表者氏名 所在地 許可の種類 許可番号 許可年月日
優良認定・優良確認

年月日
許可期限年月日

公表情報が閲覧できるﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

三光株式会社 代表取締役 三輪　陽通 鳥取県境港市昭和町５番地17 産業廃棄物収集運搬業 第03900003489号 平成30年3月30日 平成30年3月30日 平成36年4月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=70123

株式会社環境開発公
社

代表取締役 小林　友則
広島県広島市西区南南観音六
丁目12番21号

産業廃棄物収集運搬業 第03900007362号 平成30年10月25日 平成30年10月25日 平成37年2月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=345201

株式会社オガワエコノ
ス

代表取締役 小川　勲
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03900005189号 平成30年11月5日 平成30年11月5日 平成36年9月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03961


