
事業者名（会社名） 代表者役職名 代表者名 所在地 業の区分 許可番号 許可年月日
優良認定・
優良確認年月

許可期限日

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１－２６
－２

産業廃棄物収集運搬業 第03900000192号 2015/10/26 2015/10/26 2022/10/25

東芝環境ソリューショ
ン株式会社

代表取締役 吉田　久律
神奈川県横浜市鶴見区寛政
町２０－１

産業廃棄物収集運搬業 第03900000343号 2016/10/13 2016/10/13 2023/10/12

株式会社アイザック・
トランスポート

代表取締役 北山　英人
富山県富山市米田町１－６－
３０

産業廃棄物収集運搬業 第03900000485号 2016/08/02 2016/08/02 2023/08/01

アサヒプリテック株式
会社

代表取締役 中西　広幸
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜
町２１

産業廃棄物収集運搬業 第03900000503号 2021/01/19 2021/01/19 2022/07/08

ミヤマ株式会社 代表取締役 南　克明 長野県長野市稲里１－５－３ 産業廃棄物収集運搬業 第03900000553号 2015/11/29 2015/11/29 2022/11/28

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

産業廃棄物収集運搬業 第03900000663号 2015/08/24 2015/08/24 2022/08/23

株式会社西商店 代表取締役 西　義雄 東京都大田区池上６－２８－５ 産業廃棄物収集運搬業 第03900000688号 2021/01/21 2021/01/21 2027/12/10

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
－４

産業廃棄物収集運搬業 第03900001002号 2020/09/29 2020/09/29 2027/09/16

株式会社富士クリー
ン

代表取締役 馬場　一雄
香川県綾歌郡綾川町山田下２
９９４－１

産業廃棄物収集運搬業 第03900001067号 2020/11/09 2020/11/09 2027/11/08

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
－１

産業廃棄物収集運搬業 第03900001169号 2016/08/19 2016/08/19 2023/08/18

株式会社住共クリエ
イトサービスセンター

代表取締役 岡　政道
愛媛県新居浜市磯浦町１６－
５

産業廃棄物収集運搬業 第03900001569号 2015/03/19 2015/03/19 2022/03/04

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
－１

産業廃棄物収集運搬業 第03900001865号 2016/02/25 2016/02/25 2023/01/25

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２－８－３７

産業廃棄物収集運搬業 第03900002036号 2020/02/18 2020/02/18 2027/02/17

公協産業株式会社 代表取締役 小川　大志
岡山県岡山市東区中尾１２６
－４

産業廃棄物収集運搬業 第03900002180号 2019/07/30 2019/07/30 2025/11/08

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２４６
５

産業廃棄物収集運搬業 第03900002294号 2016/04/16 2016/04/16 2023/04/15

株式会社ダイセキ 代表取締役 柱　秀貴
愛知県名古屋市港区船見町１
－８６

産業廃棄物収集運搬業 第03900002742号 2017/05/10 2017/05/10 2024/05/09

高知県優良産業廃棄物処理業者一覧（令和３年10月１日現在）



事業者名（会社名） 代表者役職名 代表者名 所在地 業の区分 許可番号 許可年月日
優良認定・
優良確認年月

許可期限日

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２
－３－２８

産業廃棄物収集運搬業 第03900003203号 2015/01/08 2015/01/08 2022/01/07

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 2015/12/10 2015/12/10 2022/12/09

東広商事株式会社 代表取締役 佐々木　浩
広島県東広島市黒瀬町小多
田１６－９２

産業廃棄物収集運搬業 第03900003338号 2020/11/27 2020/11/27 2027/11/26

三光株式会社 代表取締役 三輪　昌輝 鳥取県境港市昭和町５－１７ 産業廃棄物収集運搬業 第03900003489号 2018/03/30 2018/03/30 2024/04/18

株式会社塵芥セン
ター

代表取締役 溝淵　誉仁
香川県高松市一宮町１６８６－
６

産業廃棄物収集運搬業 第03900003495号 2014/11/24 2014/11/24 2021/11/23

株式会社イージーエ
ス

代表取締役 加藤　和宏
愛媛県新居浜市新田町３－１
－３９

産業廃棄物収集運搬業 第03900003515号 2018/07/03 2018/07/03 2024/12/03

サンワ技研株式会社 代表取締役 小西　敏夫 愛知県半田市日東町２番地８ 産業廃棄物収集運搬業 第03900003532号 2019/05/14 2019/05/14 2025/03/06

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２－７－
３３

産業廃棄物収集運搬業 第03900004194号 2015/05/21 2015/05/21 2022/05/19

富士企業株式会社 代表取締役 眞継　昭
広島県広島市佐伯区楽々園４
－６－１９

産業廃棄物収集運搬業 第03900004411号 2015/10/24 2015/10/24 2022/10/23

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４－７－２４

産業廃棄物収集運搬業 第03900004555号 2014/11/17 2014/11/17 2021/11/12

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

産業廃棄物収集運搬業 第03900004558号 2015/09/05 2015/09/05 2022/09/04

株式会社カンポ 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

産業廃棄物収集運搬業 第03900004656号 2019/04/24 2019/04/24 2024/09/17

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５０２－１
０

産業廃棄物収集運搬業 第03900005189号 2018/11/05 2018/11/05 2024/09/04

株式会社都クリーン 代表取締役 福田　妙子
愛媛県松山市小坂５－１４ー１
６

産業廃棄物収集運搬業 第03900005437号 2019/06/21 2019/06/21 2026/04/12

サンワリューツー株
式会社

代表取締役 飯田　武司
愛知県刈谷市一里山町家下８
０

産業廃棄物収集運搬業 第03900005459号 2020/06/03 2020/06/03 2027/04/30

新日本開発株式会
社

代表取締役 吉田　啓二
兵庫県姫路市飾磨区中島３０
５９－２

産業廃棄物収集運搬業 第03900005542号 2016/07/05 2016/07/05 2023/07/04

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－
２

産業廃棄物収集運搬業 第03900005770号 2020/11/13 2020/11/13 2027/11/12



事業者名（会社名） 代表者役職名 代表者名 所在地 業の区分 許可番号 許可年月日
優良認定・
優良確認年月

許可期限日

株式会社環境開発
公社

代表取締役 栗本　貴志
広島県広島市西区南観音６－
１２－２１

産業廃棄物収集運搬業 第03900007362号 2018/10/25 2018/10/25 2025/02/11

株式会社新岡山工
業

代表取締役 田口　孝利
岡山県久米郡美咲町吉ケ原字
稲干１０４８－２

産業廃棄物収集運搬業 第03900008188号 2021/02/09 2021/02/09 2028/01/22

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２－１
－４０

産業廃棄物収集運搬業 第03900008395号 2019/06/05 2019/06/05 2026/05/05

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 2017/06/01 2017/06/01 2024/05/09

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 2016/10/15 2016/10/15 2023/10/14

宮坂産業株式会社 代表取締役 宮坂　竜司
大阪府大阪市北区豊崎１－１
１－２５

産業廃棄物収集運搬業 第03900015965号 2019/10/04 2019/10/04 2026/09/14

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－
９

産業廃棄物収集運搬業 第03900016746号 2021/02/19 2021/02/19 2028/02/18

株式会社島田商会 代表取締役 島田　薫
佐賀県多久市北多久町大字
小侍８０１

産業廃棄物収集運搬業 第03900018979号 2018/12/04 2018/12/04 2025/10/17

有限会社明石環境
開発

代表取締役 川木　智史
兵庫県明石市大久保町八木６
０６－２

産業廃棄物収集運搬業 第03900021570号 2019/08/30 2019/08/30 2026/07/24

株式会社旭金属 代表取締役 旭　浩司 徳島県徳島市東沖洲１－１２ 産業廃棄物収集運搬業 第03900028698号 2019/03/11 2019/03/11 2025/10/11

ミナミ金属株式会社 代表取締役 岡村　昇 石川県金沢市打木町東１４２６ 産業廃棄物収集運搬業 第03900035690号 2017/05/30 2017/05/30 2024/05/29

日野金属産業株式
会社

代表取締役 糟谷　敏美 東京都八王子市旭町１１－５ 産業廃棄物収集運搬業 第03900038060号 2019/12/17 2019/12/17 2026/10/16

興栄商事株式会社 代表取締役 岩本　守
神奈川県横浜市金沢区福浦１
－１３－３

産業廃棄物収集運搬業 第03900041190号 2020/10/15 2020/10/15 2027/10/14

株式会社リソーシズ 代表取締役 沖川　学
香川県高松市室町１９０７－３
６

産業廃棄物収集運搬業 第03900049032号 2021/05/28 2021/05/28 2028/05/23

株式会社金城滋商
事

代表取締役 金城　滋 愛媛県松山市問屋町１０－７ 産業廃棄物収集運搬業 第03900049474号 2015/05/07 2015/05/07 2022/04/05

藤澤環境開発株式
会社

代表取締役 松井　恭子
大分県大分市久原中央４－７
－１

産業廃棄物収集運搬業 第03900051858号 2016/04/11 2016/04/11 2023/04/10

丸嘉運輸倉庫株式
会社

代表取締役 前川　哲弥
大阪府吹田市南金田１－１３
－３４

産業廃棄物収集運搬業 第03900055928号 2019/03/12 2019/03/12 2025/10/23



事業者名（会社名） 代表者役職名 代表者名 所在地 業の区分 許可番号 許可年月日
優良認定・
優良確認年月

許可期限日

番の州エコサービス
株式会社

代表取締役 松本　安則 香川県坂出市番の州町７ー７ 産業廃棄物収集運搬業 第03900069159号 2020/09/24 2020/09/24 2027/09/06

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 産業廃棄物収集運搬業 第03900079640号 2016/09/14 2016/09/14 2023/09/13

有限会社島田商店 代表取締役 島田　洋 高知県高知市池４０２－１８ 産業廃棄物収集運搬業 第03910031854号 2017/07/04 2017/07/04 2024/07/03

公協産業株式会社 代表取締役 小川　大志
岡山県岡山市東区中尾１２６
－４

産業廃棄物処分業 第03920002180号 2018/03/12 2018/03/12 2024/12/27

安岡金属株式会社 代表取締役 安岡　邦彦
高知県高知市仁井田４５７０－
１

産業廃棄物処分業 第03920019854号 2018/05/13 2018/05/13 2025/05/12

有限会社島田商店 代表取締役 島田　洋 高知県高知市池４０２－１８ 産業廃棄物処分業 第03920031854号 2018/02/27 2018/02/27 2024/12/21

株式会社西森建設 代表取締役 西森　功
高知県吾川郡仁淀川町長者
乙２１９０

産業廃棄物処分業 第03920105766号 2020/10/15 2020/10/15 2027/10/14

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１－２６
－２

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950000192号 2020/02/04 2020/02/04 2027/02/01

株式会社アイザック・
トランスポート

代表取締役 北山　英人
富山県富山市米田町１－６－
３０

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950000485号 2019/09/13 2019/09/13 2026/02/25

アサヒプリテック株式
会社

代表取締役 中西　広幸
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜
町２１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950000503号 2021/01/19 2021/01/19 2022/10/11

ミヤマ株式会社 代表取締役 南　克明 長野県長野市稲里１－５－３ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950000553号 2015/07/16 2015/07/16 2022/07/15

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

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950000663号 2016/08/04 2016/08/04 2023/08/03

株式会社富士クリー
ン

代表取締役 馬場　一雄
香川県綾歌郡綾川町山田下２
９９４－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950001067号 2020/04/27 2020/04/27 2027/04/26

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
－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950001169号 2016/08/19 2016/08/19 2023/08/18

公協産業株式会社 代表取締役 小川　大志
岡山県岡山市東区中尾１２６
－４

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950002180号 2019/07/30 2019/07/30 2025/11/08

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２４６
５

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950002294号 2015/12/22 2015/12/22 2022/12/21

株式会社ダイセキ 代表取締役 柱　秀貴
愛知県名古屋市港区船見町１
－８６

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950002742号 2017/05/10 2017/05/10 2024/05/09



事業者名（会社名） 代表者役職名 代表者名 所在地 業の区分 許可番号 許可年月日
優良認定・
優良確認年月

許可期限日

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２
－３－２８

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950003203号 2019/03/13 2019/03/13 2025/10/03

株式会社イージーエ
ス

代表取締役 加藤　和宏
愛媛県新居浜市新田町３－１
－３９

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950003515号 2018/07/03 2018/07/03 2024/12/03

サンワ技研株式会社 代表取締役 小西　敏夫 愛知県半田市日東町２番地８ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950003532号 2019/05/14 2019/05/14 2025/03/06

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２－７－
３３

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950004194号 2015/05/21 2015/05/21 2022/05/19

富士企業株式会社 代表取締役 眞継　昭
広島県広島市佐伯区楽々園４
－６－１９

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950004411号 2015/10/24 2015/10/24 2022/10/23

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４－７－２４

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950004555号 2016/07/08 2016/07/08 2023/07/07

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

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950004558号 2015/09/05 2015/09/05 2022/09/04

サンワリューツー株
式会社

代表取締役 飯田　武司
愛知県刈谷市一里山町家下８
０

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950005459号 2020/06/03 2020/06/03 2027/04/30

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２－１
－４０

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950008395号 2021/04/20 2021/04/20 2028/03/22

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 2017/06/01 2017/06/01 2024/05/09

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

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950015736号 2016/10/15 2016/10/15 2023/10/14

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－
９

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950016746号 2021/02/19 2021/02/19 2028/02/18

株式会社旭金属 代表取締役 旭　浩司 徳島県徳島市東沖洲１－１２ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950028698号 2019/03/11 2019/03/11 2025/10/11

藤澤環境開発株式
会社

代表取締役 松井　恭子
大分県大分市久原中央４－７
－１

特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03950051858号 2016/04/04 2016/04/04 2023/04/03

有限会社島田商店 代表取締役 島田　洋 高知県高知市池４０２－１８ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第03960031854号 2018/02/27 2018/02/27 2025/01/30

公協産業株式会社 代表取締役 小川　大志
岡山県岡山市東区中尾１２６
－４

特別管理産業廃棄物処分業 第03970002180号 2018/03/12 2018/03/12 2024/12/27


