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1 株式会社斉藤商店 代表取締役 斉藤　伸一郎 北海道北見市北一条東三丁目17番地

2 株式会社日良運輸 代表取締役 計良　忠行 北海道河西郡芽室町東芽室北１線24番地29

3 株式会社馬場本商店 代表取締役 馬場本　信彦 北海道函館市西桔梗町112番地２

4 株式会社鈴木商会 代表取締役 駒谷　僚 北海道札幌市中央区北四条西四丁目１番地

5 栗林海陸輸送株式会社　　　　 代表取締役 栗林　和徳 北海道苫小牧市新明町四丁目22番３号

6 株式会社進栄商事 代表取締役 畑　賢治 北海道小樽市勝納町７番21号　　

7 滝川通運株式会社 代表取締役 明円　直志 北海道滝川市流通団地二丁目４番37号

8 北海紙管株式会社 代表取締役 長谷川　裕一 北海道札幌市清田区清田一条一丁目７番23号

9 有限会社ヤスニシ商会 代表取締役 安西　芳勝 北海道瀬棚郡今金町字今金94番地の５

10 有限会社山田産業運輸 代表取締役 山田　一 北海道石狩市八幡三丁目321番地44

11 トーテツ資源株式会社 代表取締役 種市　健吉 青森県八戸市大字河原木字海岸４番地11

12 株式会社ヤマシタメタル 代表取締役 山下　広治 青森県青森市新城字平岡160番地101

13 日清運輸株式会社 代表取締役 齋藤　清彦 青森県八戸市大字河原木字蓮沼44番地14

14 株式会社マルサ 代表取締役 佐藤　直也 岩手県北上市成田26地割83番地12

15 株式会社青松 代表取締役 青松　松三 岩手県久慈市長内町第37地割12番地８

16 株式会社鈴勇商店 代表取締役 鈴木　勇一 宮城県石巻市吉野町二丁目２番30号

17 株式会社安藤仁七商店 代表取締役 安藤　雅人 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉１番地の９

18 株式会社高田商店 代表取締役 高田　浩成 宮城県登米市迫町佐沼字鉄砲丁11番地

19 株式会社庄子専助商店 代表取締役 庄子　専一 宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目３番地の７

20 有限会社スズユー商運 代表取締役 鈴木　栄一 宮城県石巻市鹿又字山下西122番地の１

21 株式会社国本 代表取締役 引地　豊 宮城県遠田郡美里町南小牛田字埣下85番地

22 丸一運送株式会社 代表取締役 田中　一寿 宮城県加美郡色麻町四竃字向町110番地

23 株式会社県南プレスセンター 代表取締役 鈴木　善啓 秋田県大仙市幸町５番９号

24 株式会社阪東商店 代表取締役 高崎　秀雄 秋田県秋田市向浜一丁目３番11号

25 株式会社ひさげ運輸 代表取締役 渡会　修 山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷219番１

26 株式会社原幸商店 代表取締役 原　宏之 山形県米沢市春日一丁目７番61号

27 株式会社釜屋 代表取締役 近藤　宏樹 福島県須賀川市森宿字安積田１番地１

28 株式会社高良　本部エコプラザ 代表取締役 高橋　隆助 福島県南相馬市原町区南町一丁目93番地

29 株式会社三鋼 代表取締役 花見　俊行 福島県いわき市小名浜島字高田町５番地

30 青葉運輸有限会社 代表取締役 鈴木　建市 福島県南相馬市原町区青葉町二丁目71番地の３

31 豊富産業有限会社 代表取締役 紺野　正博 福島県福島市鎌田字樋口３番地の２

32 株式会社会津丸三 代表取締役 山口　功記 福島県会津若松市河東町八田字大野原205番

33 有限会社丸田運輸 代表取締役 熊田　清美 福島県須賀川市丸田町260番地の２

34 有限会社昇栄運輸 代表取締役 蓮池　昇治 福島県須賀川市森宿字ウツロ田46番地

35 平和貨物運送株式会社 代表取締役 平田　三郎 茨城県下妻市下木戸402番地

36 株式会社ヤマガタ 代表取締役 三本菅　孝一 茨城県日立市久慈町二丁目８番20号

37 有限会社シノザキ鋼業 代表取締役 篠崎　まき 茨城県結城市古宿新田262番地１

38 相良運輸株式会社 代表取締役 相良　正則 栃木県宇都宮市今宮四丁目５番36号

39 アズレック有限会社 代表取締役 清水　好夫 群馬県沼田市屋形原町2113番地

40 安中運輸株式会社 代表取締役 塚田　守 群馬県安中市中宿1007番地

41 ウブカタ資源株式会社 代表取締役 金子　真澄 群馬県沼田市屋形原町2113番地

42 前橋運輸株式会社 代表取締役 星野　陽司 群馬県前橋市力丸町468番地

43 株式会社藤田商店 代表取締役 藤田　智 群馬県桐生市浜松町一丁目４番15号
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44 久松商事株式会社 代表取締役 久松　一夫 群馬県前橋市北代田町691番地

45 大同貨物自動車株式会社 代表取締役 鋪田　勝晴 埼玉県行田市佐間一丁目26番45号

46 株式会社ケイ・エム環境 代表取締役 宮田　仁史 埼玉県三郷市前間140番地２

47 有限会社早川商運 代表取締役 早川　六郎 埼玉県戸田市大字新曽1700番地の１

48 株式会社木下フレンド 代表取締役 木下　公次 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目１番地10

49 関根運輸有限会社 代表取締役 関根　幸男 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1880番地５

50 株式会社岩崎勝商店 代表取締役 岩崎　勝徳 千葉県市原市旭五所５番地10

51 神葉運輸株式会社 代表取締役 上塚　泰雄 千葉県千葉市中央区仁戸名町523番地

52 丸全京葉物流株式会社 代表取締役 鳥海　哲夫 千葉県市原市姉崎海岸56番地

53 上総通運株式会社 代表取締役 野田　雄二 千葉県いすみ市深堀360番地３

54 榎本運送株式会社 代表取締役 榎本　武晴 千葉県木更津市中島2627番地１

55 日鉄住金物流君津株式会社 代表取締役 稗田　一元 千葉県君津市君津１番地

56 イツモ株式会社 代表取締役 佐久間　貴志 千葉県千葉市稲毛区六方町210番地

57 NNY株式会社 代表取締役 神保　正徳 東京都千代田区大手町一丁目７番２号　東京サンケイビル15階

58 株式会社白井配送サービス 代表取締役 鈴木　剛 埼玉県八潮市伊勢野226番地１

59 フェニックスメタル株式会社 代表取締役 水口　剛志 東京都千代田区大手町一丁目７番２号　東京サンケイビル15階

60 株式会社やまたけ 代表取締役 山口　章 東京都足立区西新井五丁目35番13号

61 株式会社葵環境開発 代表取締役 木村　眞人 東京都立川市泉町935番地27号

62 白井エコセンター株式会社 代表取締役 白井　徹 東京都足立区入谷五丁目16番28号

63 株式会社調布清掃 代表取締役 梶原　良介 東京都調布市深大寺東町五丁目８番地１

64 株式会社アルプス物流 代表取締役 臼居　賢 神奈川県横浜市港北区新羽町1756番地

65 スガヤメタル株式会社 代表取締役 菅谷　利勝 神奈川県横浜市都筑区早渕一丁目25番33号

66 株式会社サトウ 代表取締役 佐藤　則夫 神奈川県茅ヶ崎市萩園1074

67 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

68 淡路　啓一　（淡路商店） ― 新潟県長岡市中島四丁目16番10号

69 株式会社豊和商事 代表取締役 仁木　正哉 新潟県長岡市新組町字筒場2474番地１

70 上越マテリアル株式会社 代表取締役 小池　作之 新潟県上越市大字下名柄1618番地１

71 神田　盛一　（神田商店) ― 新潟県新発田市諏訪町三丁目10番３号

72 中越通運株式会社 代表取締役 中山　和郎 新潟県新潟市中央区日の出三丁目４番15号

73 ハリタ金属株式会社 代表取締役 張田　真 富山県高岡市福岡町本領1053番地１

74 日章トラック株式会社 代表取締役 七田　与師治 石川県能美郡川北町字田子島い７番地

75 丸一運輸株式会社 代表取締役 木下　義隆 石川県七尾市矢田町二部１番地

76 有限会社あづま運輸 代表取締役 東　博保 石川県野々市市徳用二丁目355番地

77 有限会社金太郎引越社 代表取締役 森下　孝司 石川県加賀市山代温泉り32番地２

78 紙吉株式会社 代表取締役 吉田　忠雄 石川県七尾市津向町ト部53番地13

79 池田金属株式会社 代表取締役 池田　佳典　 福井県福井市文京七丁目23番26号

80 有限会社 中村総合解体 代表取締役 中村　泰英 福井県敦賀市木崎77号３番地の１

81 クロダ株式会社 代表取締役 黒田　光秀 山梨県富士吉田市大明見一丁目58番１号

82 阿南自動車株式会社 代表取締役 溝口　健二 長野県諏訪市大字中洲字松山5502番地18

83 花村産業株式会社 代表取締役 花村　泰年 長野県松本市市場５番26

84 株式会社キタニ 代表取締役 木谷　進海 長野県伊那市大字福島320番地１

85 株式会社山信運輸 代表取締役 滝澤　正明 長野県諏訪市大字中洲5502番地21

86 小柳産業株式会社 代表取締役 小柳　好範 長野県上田市材木町二丁目12番10号



3/5

一般廃棄物及び産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 2017年10月1日現在

氏名又は名称 住所代表者の氏名

87 信濃陸送株式会社 代表取締役 緑川　英武 長野県千曲市大字雨宮663番地５

88 深澤産業株式会社 代表取締役 深澤　泰展 長野県長野市篠ノ井塩崎5280番地

89 前田産業株式会社 代表取締役 前田　隆 長野県飯田市松尾町二丁目16番地

90 林金属工業株式会社 代表取締役 林　斗志幸 長野県諏訪市小和田南９番14号

91 三殿陸送有限会社 代表取締役 桜井　自軌 長野県木曽郡南木曽町読書3222番地１

92 株式会社斉藤商店 代表取締役 齊藤　和信 岐阜県安八郡神戸町大字西保944番地

93 株式会社大脇商店 代表取締役 大脇　冨士子 岐阜県各務原市鵜沼南町二丁目187番地

94 有限会社寺岡商店 代表取締役 寺岡　叡晋 岐阜県高山市桐生町三丁目280番地

95 株式会社篠原産業 代表取締役 篠原　徹也 静岡県富士市中里2608番地の43

96 株式会社七栄 代表取締役 井倉　昭次 静岡県裾野市金沢145番地の２

97 セキトランスシステム株式会社 代表取締役 関　則雄 静岡県駿東郡長泉町竹原383番地の４

98 豊岡協同輸送有限会社 代表取締役 立花　悦子 静岡県磐田市松之木島2154番地の２

99 ハママツメタル加工協同組合 代　表 中山　卓士 静岡県浜松市南区新橋町2311番地

100 山本リサイクル株式会社 代表取締役 山本　大 静岡県浜松市中区神田町758番地

101 都商事株式会社 代表取締役 宮原　一成 静岡県静岡市清水区半左衛門新田30番地

102 有限会社ウエハラ 代表取締役 上原　一成 静岡県伊東市十足618番地の26

103 有限会社鉄吉 代表取締役 山本　大 静岡県浜松市中区神田町758番地

104 トーエイ株式会社 代表取締役 今津　良太郎 愛知県知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28番地の１　

105 深谷　徳朗　（深谷商事） ― 愛知県大府市宮内町二丁目106番地

106 株式会社紅久商店 代表取締役 三浦　圭吾 愛知県豊橋市花中町18番地

107 昭栄金属株式会社 代表取締役 桑原　由行 愛知県一宮市丹陽町五日市場字天上126番地

108 朝日金属株式会社 代表取締役 桑原　由行 愛知県名古屋市北区六が池町555番地

109 株式会社樋廻産業運輸 代表取締役 樋廻　巧 三重県津市河芸町南黒田580番地

110 夏山金属株式会社 代表取締役 夏山　相洪 三重県伊勢市上地町2685番地

111 株式会社タヤマ 代表取締役 田山　嘉治 三重県津市高茶屋小森上野町字南浜替1143番地

112 株式会社ケイロジ 代表取締役 河内　孝明 滋賀県野洲市大篠原1610番地５

113 高島運輸株式会社 代表取締役 萬木　秀哉 滋賀県高島市安曇川町五番領151番地の１

114 株式会社ファーストライン 代表取締役 早川　雅也 京都府福知山市三和町芦渕347番地

115 佐川急便株式会社　 代表取締役 荒木　秀夫 京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地

116 エフワン流通株式会社 代表取締役 谷山　政治 大阪府泉大津市我孫子601番地

117 株式会社サンコー運輸 代表取締役 山津　昌之 大阪府東大阪市新庄四丁目12番24号

118 淡路共正陸運株式会社 代表取締役 尾上　佳宏 兵庫県洲本市納319番地

119 鴻池商運株式会社 代表取締役 松本　中明 兵庫県尼崎市西長洲町二丁目36番16号

120 誠運輸株式会社 代表取締役 廣瀬　成人 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇49番地の１

121 華山運送株式会社 代表取締役 華山　剛志 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井1396番地19

122 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

123 株式会社牧浦商店 代表取締役 牧浦　康寛 鳥取県鳥取市正蓮寺99番地

124 彦崎通運株式会社 代表取締役 山本　孝一 岡山県岡山市北区岡南町二丁目３番１号

125 岡山県貨物運送株式会社 代表取締役 遠藤　俊夫 岡山県岡山市北区清心町４番31号

126 岡山県貨物鋼運株式会社 代表取締役 平井　建次 岡山県岡山市北区清心町４番31号

127 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347番地104

128 マルケー萩貨物自動車株式会社 代表取締役 隅田　知之 山口県萩市大字土原383番地の５

129 有限会社星山商店 代表取締役 星山　光男 山口県光市浅江七丁目10番12号
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130 梁川鋼材株式会社 代表取締役 梁川　康成 山口県防府市高倉二丁目６番５号

131 株式会社旭金属 代表取締役 旭　浩司 徳島県徳島市東沖洲一丁目12番地

132 平山　功二　（HIRAYAMA） ― 香川県観音寺市観音寺町甲2981番地４

133 宇和島倉庫株式会社 代表取締役 石田　稔 愛媛県宇和島市住吉町一丁目５番５号

134 株式会社清水商店 代表取締役 清水　孝一 愛媛県宇和島市栄町港三丁目３番12号

135 金城産業株式会社 代表取締役 金城　正信 愛媛県松山市北吉田町349番地１

136 川崎運送有限会社 代表取締役 森　義彦 高知県四万十市鍋島985番地　

137 高知県第一運送株式会社 代表取締役 岸　 圭介 高知県高知市長浜5033番地21

138 荒井金属株式会社 代表取締役 荒井　健一 高知県高知市小倉町１番43号

139 有限会社國寅商店 代表取締役 弘内　英一郎 高知県四万十市古津賀3045番地

140 西鉄運輸株式会社 代表取締役 久保田　等 福岡県福岡市博多区東光二丁目22番72号

141 株式会社西原商事 代表取締役 西原　靖博 福岡県北九州市八幡西区陣原二丁目２番21号

142 九州メタル産業株式会社 代表取締役 白水　清隆 福岡県北九州市小倉北区西港町62番４

143 舟本運輸株式会社 代表取締役 舟本　祥子 福岡県北九州市戸畑区初音町10番24号

144 株式会社山城運送 代表取締役 徳永　具視 福岡県大牟田市大字倉永727番地

145 株式会社島田商会 代表取締役 島田　勝 佐賀県多久市北多久町小侍801番地

146 株式会社山口商店 代表取締役 山口　義文 長崎県佐世保市大和町962番地

147 株式会社長崎スクラップセンター 代表取締役 清本　国義 長崎県諫早市津久葉町６番地83

148 株式会社髙木栄商店 代表取締役 高木　毅 熊本県人吉市願成寺町1650番地の１

149 熊本新明産業株式会社 代表取締役 萩原　幸夫 熊本県熊本市南区南高江三丁目３番53号

150 株式会社白井商会 代表取締役 白井　正雪 熊本県水俣市月浦36番１号

151 フジケイ株式会社 代表取締役 原田　純也 大分県大分市豊海三丁目７番４号

152 有限会社アサヒ産業 代表取締役 山口　清一郎 大分県佐伯市西浜10897番66

153 太信鉄源株式会社 代表取締役 河東　光浩 宮崎県宮崎市大字赤江845番地

154 株式会社荒川 代表取締役 荒川　直文 鹿児島県鹿児島市新栄町４番８号

155 持増産業株式会社 代表取締役 持増　清光 鹿児島県鹿屋市上高隈町470番地

156 有限会社田口商会 代表取締役 田口　広幸 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕6558番地

157 拓南商事株式会社 代表取締役 古波津　昇 沖縄県うるま市字州崎８番地２

158 嶋崎運送株式会社 代表取締役 嶋崎　正史 京都府京都市伏見区横大路六反畑57番地４

159 株式会社岡本産業 代表取締役 岡本　孝志 鹿児島県鹿屋市上高隈町1910番地３

160 第三貨物自動車株式会社 代表取締役 古俣　百合子 新潟県新潟市東区榎町36番地16

161 美山運輸株式会社 代表取締役 松本　邦彦 京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町43番地

162 光運輸株式会社 代表取締役 山田　大介 和歌山県和歌山市永穂271番地

163 新栄運輸株式会社 代表取締役 増田　信行 大阪府大阪市都島区中野町二丁目14番21号

164 パナソニック エコテクノロジー関東株式会社 代表取締役 安東　浩 茨城県稲敷市釜井1741番地

165 五興運輸株式会社 　代表取締役　 高取　言彦 東京都江東区木場二丁目15番12号

166 有限会社近藤商店 　代表取締役　 近藤　修一 岡山県倉敷市帯高205番地３

167 株式会社東邦運輸 代表取締役 中島　秀治 東京都東久留米市本町三丁目１番９号

168 コフジ物流株式会社 代表取締役 堂坂　佳延 大阪府枚方市春日西町三丁目45番１号

169 山岡運輸株式会社 代表取締役 山岡　廣義 埼玉県川口市元郷一丁目12番13号

170 株式会社エバーエキスプレス 代表取締役 谷山　政治 岐阜県羽島市江吉良町字鍵田2551番地

171 株式会社丸一物流 代表取締役 杉田　恵理 東京都板橋区小茂根二丁目５番18号

172 四国梱包運送株式会社 代表取締役 寺西　徳子 愛媛県新居浜市黒島一丁目１番15号
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173 株式会社ナガオ 代表取締役 長尾　定一 東京都小平市大沼町五丁目19番13号

174 東亜物流株式会社 代表取締役 森本　勝也 東京都江戸川区一之江一丁目９番13号

175 真田運輸株式会社 代表取締役 住吉　勉 北海道留萌市東雲町二丁目１番地

176 青森三八五流通株式会社 代表取締役 鎌田　義友 青森県青森市大字新城字平岡160番地576

177 株式会社八戸急行 代表取締役 北上　敏夫 青森県八戸市大字市川町字和野前山17番地17

178 結城陸運株式会社 代表取締役 宮田　通 茨城県結城市新矢畑２番地７

179 白石自動車有限会社 代表取締役 白石　政嗣 福岡県大牟田市新開町３番地48

180 清和運輸有限会社 代表取締役 清本　国義 佐賀県武雄市武雄町大字武雄1853番地１

181 都留貨物自動車株式会社 代表取締役 田畑　英太郎 山梨県富士吉田市下吉田六丁目２番１号

182 有限会社東南流通 代表取締役 関口　晃一 東京都世田谷区宇奈根三丁目10番31号

183 株式会社東産業 代表取締役 大井　章一 神奈川県横須賀市安浦町一丁目６番地

184 株式会社港南運輸 代表取締役 遠藤　貴之 茨城県神栖市太田705番地の11

185 一森運送株式会社 代表取締役 一森　弘行 徳島県板野郡松茂町笹木野字八山開拓44番地の２

186 佐倉急送株式会社 代表取締役 大森　康央 千葉県山武群芝山町小池字水口2700番地36

187 日本海物流株式会社 代表取締役 遠山　政信 新潟県新潟市北区島見町字長潟2601番21

188 株式会社ロジックナンカイ 代表取締役 奥平　勉 大阪府堺市中区小阪399番１

189 勇信運輸株式会社 代表取締役 斎藤　勇治 大阪府門真市一番町10番６-204号

190 たつみ運輸株式会社 代表取締役 長谷川　友一 東京都墨田区江東橋四丁目24番７号

191 有限会社コトブキ 代表取締役 麻生　芳壽 千葉県八千代市島田台1289番地19

192 株式会社イトー急行 代表取締役 加藤　善啓 愛知県瀬戸市共栄通七丁目11番地

193 滋賀近交運輸倉庫株式会社 代表取締役 山田　普 滋賀県長浜市山階町138番地

194 有限会社恵上商店 代表取締役 恵上　貞之 大分県中津市大字福島字ヤサブロ1617番地の１

195 株式会社エコマイン 代表取締役 齊藤　正広 千葉県市川市入船６番25号

196 大三運輸株式会社 代表取締役 加藤　力 北海道江別市角山215番地

197 有限会社多良見運送 代表取締役 橋本　嘉門 長崎県諫早市多良見町野副207番地１

198 清本運輸株式会社 代表取締役 清本　国義 佐賀県武雄市山内町大字鳥海字椿原11125番地

199 有限会社東京オリエンタルシップ 代表取締役 小池　正照 愛媛県松山市空港通五丁目７番４号

200 本丸物流株式会社 代表取締役 軽部　茂美 栃木県宇都宮市野沢町146番地１

201 大野運輸株式会社 代表取締役 真野　栄治 岐阜県高山市丹生川町町方190番地

202 中田屋株式会社 代表取締役 島元　和生 東京都千代田区大手町一丁目７番２号　東京サンケイビル15階

203 株式会社善商 代表取締役 清水　善徳 兵庫県西宮市西宮浜二丁目６番

204 温泉津運送有限会社 代表取締役 小林　浩二 島根県大田市温泉津町温泉津イ665番地85

205 株式会社梶運送 代表取締役 梶　嘉仁 石川県かほく市中沼レ７番地11

206 名鉄急配株式会社 代表取締役 近藤　乗弘 愛知県稲沢市下津下町西三丁目31番地

207 ホッコウ物流株式会社 代表取締役 井川　智章 北海道札幌市白石区流通センター五丁目２番13号
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