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1 鳥取県 株式会社摂津清運 代表取締役 平野博
兵庫県尼崎市東塚口町二
丁目４番２７号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154004394号 平成27年7月1日 平成27年6月1日 平成34年6月30日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u5.php?Param1=8&Para
m2=03334&Param0=004394&men
u=2

2 鳥取県
株式会社コナンク
リーンシステム

代表取締役 田中美恵子
島根県松江市富士見町１
番地１４

産業廃棄物収
集運搬業

第03104003267号 平成29年3月7日 平成29年2月14日 平成36年3月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02441

3 鳥取県
株式会社コナンク
リーンシステム

代表取締役 田中美恵子
島根県松江市富士見町１
番地１４

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154003267号 平成23年6月11日 平成23年5月17日 平成30年6月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02441

4 鳥取県 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03101003203号 平成27年7月16日 平成27年7月27日 平成34年7月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u2.php?UserID=02386

5 鳥取県 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03151003203号 平成27年8月4日 平成27年7月27日 平成34年8月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u2.php?UserID=02386

6 鳥取県
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03113000503号 平成27年8月10日 平成27年7月23日 平成34年8月9日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u5.php?Param1=8&Para
m2=60025&Param0=000503&men
u=2

7 鳥取県
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03153000503号 平成27年7月28日 平成27年7月27日 平成34年7月27日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u5.php?Param1=8&Para
m2=60025&Param0=000503&men
u=2

8 鳥取県 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03101004555号 平成26年3月27日 平成26年5月1日 平成33年3月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoh
ou/index_u2.php?UserID=03465

9 鳥取県 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3154004555号 平成28年4月19日 平成28年4月19日 平成35年4月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03465

10 鳥取県 安田産業株式会社 代表取締役 安田奉春
京都府京都市伏見区南寝
小屋町９１番地

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154001187号 平成27年2月1日 平成26年12月19日 平成34年1月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00871

11 鳥取県 安田産業株式会社 代表取締役 安田奉春
京都府京都市伏見区南寝
小屋町９１番地

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154001187号 平成27年2月1日 平成26年12月19日 平成34年1月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00871

12 鳥取県
株式会社ジャパンク
リーンサービス

代表取締役 山本節子
兵庫県神戸市兵庫区遠矢
浜町４番３４号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101034567号 平成29年6月24日 平成29年6月30日 平成36年6月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=282
13&Param0=&menu=2

13 鳥取県
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03154003515号 平成23年3月7日 平成24年2月28日 平成30年3月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=602
19&Param0=003515&menu=2

14 鳥取県
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03104003515号 平成23年3月8日 平成24年2月28日 平成30年3月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=602
19&Param0=003515&menu=2

15 鳥取県 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

産業廃棄物処
分業

第03124003489号 平成28年4月7日 平成28年3月30日 平成35年4月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=701
23&Param0=003489&menu=2

16 鳥取県 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03114003489号 平成28年4月8日 平成28年4月12日 平成35年4月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=701
23&Param0=003489&menu=2

17 鳥取県 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

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03164003489号 平成27年7月1日 平成27年7月7日 平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=701
23&Param0=003489&menu=2

18 鳥取県 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

特別管理産業
廃棄物処分業

第03174003489号 平成27年7月1日 平成27年7月6日 平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=701
23&Param0=003489&menu=3

平成30年1月19日
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19 鳥取県 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

産業廃棄物収
集運搬業

第03114003245号 平成28年4月15日 平成 28年4月20日 平成35年4月14日
http://www.hirakin.co.jp/jyouhou.top.
htm

20 鳥取県 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

産業廃棄物処
分業

第03124003245号 平成27年3月31日 平成27年2月26日 平成34年3月30日
http://www.hirakin.co.jp/jyouhou.top.
htm

21 鳥取県 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

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03164003245号 平成26年6月19日 平成26年5月23日 平成33年6月18日
http://www.hirakin.co.jp/jyouhou.top.
htm

22 鳥取県 株式会社ダイトク 代表取締役 星山健
大阪府摂津市新在家二丁
目１番１号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101017163号 平成28年4月20日 平成28年3月16日 平成35年4月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=85041

23 鳥取県 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03101000553号 平成29年3月19日 平成29年3月30日 平成36年3月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00389

24 鳥取県 ミヤマ株式会社 代表取締役 南克明
長野県長野市丹波島一丁
目１番１２号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151000553号 平成27年2月16日 平成27年1月21日 平成34年2月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00389

25 鳥取県
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03104005189号 平成27年9月22日 平成27年9月7日 平成34年9月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03961

26 鳥取県 富士企業株式会社 代表取締役 大森祐嗣
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03104004411号 平成27年8月26日 平成27年8月18日 平成34年8月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=033
45&Param0=004411&menu=2

27 鳥取県 富士企業株式会社 代表取締役 大森祐嗣
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03154004411号 平成27年8月19日 平成27年8月18日 平成34年8月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=033
45&Param0=004411&menu=2

28 鳥取県 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

産業廃棄物収
集運搬業

第03104004079号 平成24年9月7日 平成24年9月11日 平成31年9月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=791
692&Param0=004079&menu=2

29 鳥取県 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03154004079号 平成29年11月16日 平成29年11月22日 平成36年11月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=791692

30 鳥取県
アースサポート株式
会社

代表取締役 尾﨑俊也
島根県松江市八幡町８８２
番地２

産業廃棄物収
集運搬業

第03104106283号 平成27年10月2日 平成27年9月25日 平成34年10月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=85240

31 鳥取県
アースサポート株式
会社

代表取締役 尾﨑俊也
島根県松江市八幡町８８２
番地２

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154106283号 平成27年10月15日 平成27年9月25日 平成34年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=85240

32 鳥取県 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03104003338号 平成29年5月19日 平成29年4月24日 平成36年5月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02496

33 鳥取県 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

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154003338号 平成29年10月12日 平成29年9月1日 平成36年10月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02496

34 鳥取県 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番地８６

産業廃棄物収
集運搬業

第03101002742号 平成27年6月25日 平成27年6月17日 平成34年6月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02051

http://www.d
aiseki.co.jp

35 鳥取県 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番地８６

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151002742号 平成27年7月1日 平成27年6月17日 平成34年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02051

http://www.d
aiseki.co.jp

36 鳥取県
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03101005542号 平成28年7月2日 平成28年7月25日 平成35年7月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=04249

37 鳥取県 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１２
６番地４

産業廃棄物収
集運搬業

第03104002180号 平成27年9月6日 平成27年8月18日 平成34年9月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01625

http://www.k
okyo.com/



番号自治体名 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

備考
区分

備考欄

38 鳥取県 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１２
６番地４

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154002180号 平成27年9月20日 平成27年8月18日 平成34年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01625

http://www.k
okyo.com/

39 鳥取県
エコシステムジャパ
ン株式会社

代表取締役 永野立男
東京都千代田区外神田四
丁目１４番１号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101002613号 平成27年9月30日 平成27年9月1日 平成34年9月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01949

http://www.e
cosystem-
japan.jp/

40 鳥取県
エコシステムジャパ
ン株式会社

代表取締役 永野立男
東京都千代田区外神田四
丁目１４番１号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151002613号 平成27年9月20日 平成27年9月1日 平成34年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01949

http://www.e
cosystem-
japan.jp/

41 鳥取県
公益財団法人鳥取
市環境事業公社

理事長 星見喜昭
鳥取県鳥取市秋里１０３１
番地２

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03141004240号 平成25年7月9日 平成25年8月2日 平成32年7月8日
http://tottori.ec-
net.jp/jouhou/sanpai/sanpai-
index.html

42 鳥取県
公益財団法人鳥取
市環境事業公社

理事長 星見喜昭
鳥取県鳥取市秋里１０３１
番地２

産業廃棄物収
集運搬業

第03111004240号 平成28年7月6日 平成28年7月5日 平成35年7月5日
http://tottori.ec-
net.jp/jouhou/sanpai/sanpai-
index.html

43 鳥取県 喜楽鉱業株式会社 代表取締役 小宮山雅弘
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03101004194号 平成25年6月26日 平成25年8月5日 平成32年6月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=60271

44 鳥取県 喜楽鉱業株式会社 代表取締役 小宮山雅弘
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03151004194号 平成25年6月26日 平成25年8月5日 平成32年6月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=60271

45 鳥取県
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２
４６５番地

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151002294号 平成25年9月20日 平成25年9月3日 平成32年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=804930

46 鳥取県
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03151000485号 平成25年9月2日 平成25年9月3日 平成32年9月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00337

47 鳥取県
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ケ
原字火の谷１０８０番地

産業廃棄物収
集運搬業

第03101008188号 平成29年11月15日 平成30年1月15日 平成36年11月14日
http://shin-
oka.co.jp/koukai/koukai.html

48 鳥取県
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ケ
原火の谷１０８０番地

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151008188号 平成23年2月1日 平成25年8月29日 平成30年1月31日
http://shin-
oka.co.jp/koukai/koukai.html

49 鳥取県
サンワリューツー株
式会社

代表取締役 小河原浩一
愛知県刈谷市一里山町家
下８０番地

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151005459号 平成27年10月13日 平成27年9月24日 平成34年10月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=04182

http://www.s
anwayuka.co.j
p/company/r
elation/#a01

50 鳥取県
舞鶴喜楽鉱業株式
会社

代表取締役 小宮山雅弘
京都府綾部市物部町白岩
９番地の１

産業廃棄物収
集運搬業

第03101005715号 平成28年3月8日 平成28年2月17日 平成35年3月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=589
746&Param0=&menu=3

51 鳥取県
舞鶴喜楽鉱業株式
会社

代表取締役 小宮山雅弘
京都府綾部市物部町白岩
９番地の１

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151005715号 平成28年3月22日 平成28年2月17日 平成35年3月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=589
746&Param0=&menu=3

52 鳥取県 株式会社ダイトク 代表取締役 星山健
大阪府摂津市新在家二丁
目１番１号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151017163号 平成25年11月5日 平成25年11月5日 平成32年11月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=85041

53 鳥取県 株式会社さつき 代表取締役 皐月篤
大阪府大阪市大正区鶴町
四丁目１２番２７号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101046625号 平成25年12月3日 平成25年11月27日 平成32年12月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=944166

54 鳥取県 内田工業株式会社 代表取締役 内田航
岡山県倉敷市松江三丁目
２番４６号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101005890号 平成28年4月7日 平成28年2月29日 平成35年4月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=045
24&Param0=&menu=2

55 鳥取県
株式会社ヤマゼン運
輸

代表取締役 山﨑公信
三重県伊賀市予野字西出
２７００番地の１

産業廃棄物収
集運搬業

第03104033499号 平成25年7月10日 平成25年9月26日 平成32年7月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=27241

56 鳥取県 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１
丁目３４番４０号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154004079号 平成22年11月16日 平成25年10月10日 平成29年11月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=791692
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57 鳥取県 株式会社イマナガ 代表取締役 今永進二
福岡県北九州市門司区新
門司三丁目３８番２号

産業廃棄物収
集運搬業

第03104000662号 平成26年3月25日 平成26年3月25日 平成33年3月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00473

58 鳥取県
株式会社ユアサロジ
テック

代表取締役 髙橋利昭
大阪府高槻市庄所町９番１
５号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101017035号 平成26年5月7日 平成26年5月1日 平成33年5月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=13385

https://www.
daiwahousegr
oup.com/yua
sa/index.html

59 鳥取県
株式会社ユアサロジ
テック

代表取締役 髙橋利昭
大阪府高槻市庄所町９番１
５号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151017035号 平成26年5月7日 平成26年5月1日 平成33年5月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=13385

https://www.
daiwahousegr
oup.com/yua
sa/index.html

60 鳥取県
株式会社横山サ
ポートテック

代表取締役 横山淳平
兵庫県赤穂市中広１３７０
番地の１

産業廃棄物収
集運搬業

第03103003435号 平成28年5月26日 平成28年4月12日 平成35年5月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02567

61 鳥取県
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03103008395号 平成26年3月15日 平成26年3月13日 平成33年3月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=65149

62 鳥取県 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03101003532号 平成26年8月17日 平成26年8月18日 平成33年8月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02642

63 鳥取県 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03151003532号 平成26年8月17日 平成26年8月18日 平成33年8月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=02642

64 鳥取県
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03103001002号 平成26年9月14日 平成26年8月26日 平成33年9月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=115136

65 鳥取県 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２６番２号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101000192号 平成26年11月8日 平成26年11月19日 平成33年11月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00125

66 鳥取県 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丁
目２６番２号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151000192号 平成27年10月14日 平成27年10月8日 平成34年10月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00125

http://www.
matsuda-
sangyo.co.jp/i
ndex.html

67 鳥取県 ヤマダ廃送有限会社 代表取締役 山田忠生
兵庫県姫路市西庄乙６１番
地６

産業廃棄物収
集運搬業

第03101114064号 平成27年1月5日 平成27年1月27日 平成34年1月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=620592

68 鳥取県 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03104004558号 平成26年7月6日 平成26年7月16日 平成33年7月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=60295

69 鳥取県 環境保全株式会社 代表取締役 平原末子
広島県呉市郷原町2527番
地の391

産業廃棄物収
集運搬業

第03104002652号 平成26年8月25日 平成26年8月5日 平成33年8月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=791521

70 鳥取県
エヌエス日進株式会
社

代表取締役 長﨑伸彦
岡山県岡山市中区倉田３９
３番地の１

産業廃棄物収
集運搬業

第03104014486号 平成26年11月1日 平成26年10月9日 平成33年10月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=11280

71 鳥取県
エヌエス日進株式会
社

代表取締役 長﨑伸彦
岡山県岡山市中区倉田３９
３番地の１

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154014486号 平成27年2月17日 平成27年1月20日 平成34年2月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=11280

72 鳥取県 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03104000688号 平成26年12月22日 平成26年12月18日 平成33年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=60034

73 鳥取県
新岡山陸運株式会
社

代表取締役 木下聖士
岡山県岡山市中区江崎７４
６番地の3

産業廃棄物収
集運搬業

第03104011552号 平成27年1月16日 平成27年2月10日 平成34年1月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=49974

74 鳥取県 山興緑化有限会社 代表取締役 河村健司
島根県邑智郡美郷町小松
地３２０番地

産業廃棄物収
集運搬業

第03104065599号 平成27年3月18日 平成27年3月14日 平成34年3月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=70124
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75 鳥取県
山陽環境開発株式
会社

代表取締役 岩元博
岡山県新見市高尾２３０４
番地の１

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151004963号 平成27年6月8日 平成27年6月1日 平成34年6月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03779

76 鳥取県
山陽環境開発株式
会社

代表取締役 岩元博
岡山県新見市高尾２３０４
番地の１

産業廃棄物収
集運搬業

第03101004963号 平成28年7月19日 平成28年6月27日 平成35年7月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03779

77 鳥取県
株式会社姫路環境
開発

代表取締役 山本益臣
兵庫県姫路市飾磨区中島
字宝来３０６７番地の１７

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151001868号 平成27年9月16日 平成27年8月27日 平成34年9月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01393

http://www.h
imejikankyo.c
o.jp/

78 鳥取県 株式会社環境技研 代表取締役 能登祥文
東京都板橋区板橋四丁目
１２番１７号

産業廃棄物収
集運搬業

第03104000419号 平成27年8月16日 平成27年8月18日 平成34年8月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=116602

79 鳥取県
有限会社山陰クリ
エート

代表取締役 門脇季美枝
鳥取県米子市和田町２１６
２番地１

産業廃棄物収
集運搬業

第03114004929号 平成27年9月30日 平成27年9月30日 平成34年9月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03752

80 鳥取県
有限会社山陰クリ
エート

代表取締役 門脇季美枝
鳥取県米子市和田町２１６
２番地１

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154004929号 平成27年9月30日 平成27年9月30日 平成34年9月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03752

81 鳥取県
有限会社山陰クリ
エート

代表取締役 門脇季美枝
鳥取県米子市和田町２１６
２番地１

産業廃棄物処
分業

第03144004929号 平成27年9月30日 平成27年9月30日 平成34年9月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03752

82 鳥取県
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番地４０号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03153008395号 平成27年10月6日 平成27年10月15日 平成34年10月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=65149

83 鳥取県 興隆産業株式会社 代表取締役 中川真治
兵庫県神戸市中央区三宮
町一丁目１番１号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101007253号 平成28年1月21日 平成27年12月14日 平成35年1月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=05605

http://www.k
ouryu-
381.co.jp/

84 鳥取県 興隆産業株式会社 代表取締役 中川真治
兵庫県神戸市中央区三宮
町一丁目１番１号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151007253号 平成28年1月21日 平成27年12月14日 平成35年1月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=05605

http://www.k
ouryu-
381.co.jp/

85 鳥取県
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１０
６番地１

産業廃棄物収
集運搬業

第03101001865号 平成28年1月20日 平成28年2月1日 平成35年1月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01390

86 鳥取県 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3104012641号 平成28年3月28日 平成28年3月18日 平成35年3月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=09800

87 鳥取県 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3154012641号 平成28年2月22日 平成28年3月18日 平成35年2月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=09800

88 鳥取県 株式会社日本殖産 代表取締役 高橋芳彦
京都府福知山市字長田小
字木戸１０４番地の４１

産業廃棄物収
集運搬業

第3104032866号 平成28年5月10日 平成28年4月18日 平成35年5月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=26671

89 鳥取県
株式会社プラスサー
ビス

代表取締役 加納義信
鳥取県鳥取市賀露町北四
丁目１７番１３号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101002312号 平成28年4月20日 平成28年4月20日 平成35年4月19日 http://plusservice-t.com/yuryo.html

90 鳥取県
株式会社プラスサー
ビス

代表取締役 加納義信
鳥取県鳥取市賀露町北四
丁目１７番１３号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03151002312号 平成28年4月20日 平成28年4月20日 平成35年4月19日 http://plusservice-t.com/yuryo.html

91 鳥取県
株式会社プラスサー
ビス

代表取締役 加納義信
鳥取県鳥取市賀露町北四
丁目１７番１３号

産業廃棄物処
分業

第03121002312号 平成28年4月20日 平成28年4月20日 平成35年4月19日 http://plusservice-t.com/yuryo.html

92 鳥取県
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観音
六丁目１２番２１号

産業廃棄物収
集運搬業

第03104007362号 平成28年4月16日 平成28年7月8日 平成35年4月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=345201

93 鳥取県
株式会社美建ビル
サービス

代表取締役 小林建雄
岡山県倉敷市中庄２２４８
番地の４

産業廃棄物収
集運搬業

第03104009410号 平成28年8月11日 平成28年8月18日 平成35年8月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=07347
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94 鳥取県 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03104015736号 平成28年9月10日 平成28年9月7日 平成35年9月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=12332

95 鳥取県 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03154015736号 平成28年9月24日 平成28年9月7日 平成35年9月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=12332

96 鳥取県 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03104001169号 平成28年9月26日 平成28年9月9日 平成35年9月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00854

97 鳥取県 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03154001169号 平成28年10月10日 平成28年9月9日 平成35年10月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=00854

98 鳥取県 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番地

産業廃棄物収
集運搬業

第03104004656号 平成28年10月5日 平成28年9月15日 平成35年10月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03543

99 鳥取県 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番地

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154004656号 平成29年4月10日 平成29年4月24日 平成36年4月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03543

100 鳥取県 株式会社イボキン 代表取締役 高橋克実
兵庫県たつの市揖保川町
正條３７９番地

産業廃棄物収
集運搬業

第03102021745号 平成28年7月31日 平成28年7月1日 平成35年7月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=81155

101 鳥取県 株式会社サンエム 代表取締役 谷口竜太郎
兵庫県宍粟市山崎町田井
６３１番地の１

産業廃棄物収
集運搬業

第03101049927号 平成28年11月10日 平成28年11月18日 平成35年11月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=969763

102 鳥取県
北大阪清掃株式会
社

代表取締役 岩元雅清
大阪府大阪市都島区内代
町二丁目７番３８号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101004060号 平成28年12月1日 平成28年12月12日 平成35年11月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03072

103 鳥取県
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番
５号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101038060号 平成29年4月20日 平成29年3月28日 平成36年4月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=85517

104 鳥取県 株式会社ディプロ 代表取締役 乾勝晴
大阪府貝塚市名越７３３番
地の３７

産業廃棄物収
集運搬業

第03103047225号 平成29年6月14日 平成29年6月6日 平成36年6月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=907644

105 鳥取県 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03105002036号 平成29年7月3日 平成29年6月13日 平成36年7月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01520

106 鳥取県 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

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03155002036号 平成29年10月15日 平成29年8月22日 平成36年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=01520

107 鳥取県 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番地

産業廃棄物収
集運搬業

第03104035690号 平成29年6月18日 平成29年6月14日 平成36年6月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=29224

108 鳥取県 山陽工営株式会社 代表取締役 大前慶幸
広島県広島市佐伯区五日
市町大字保井田３５０番の
６

産業廃棄物収
集運搬業

第03101032813号 平成29年5月27日 平成29年6月15日 平成36年5月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=417
880&Param0=&menu=2

109 鳥取県
株式会社フマイク
リーンサービス

代表取締役 大塚優
島根県松江市八幡町８８０
番地８

産業廃棄物収
集運搬業

第03104005024号 平成29年8月22日 平成29年8月18日 平成36年8月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03830

110 鳥取県
株式会社フマイク
リーンサービス

代表取締役 大塚優
島根県松江市八幡町８８０
番地８

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154005024号 平成29年8月22日 平成29年8月18日 平成36年8月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=03830

111 鳥取県
西部サービス株式会
社

代表取締役 原健
大阪府大阪市淀川区田川
北三丁目４番４６号

産業廃棄物収
集運搬業

第03101018706号 平成29年12月10日 平成29年12月7日 平成36年12月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u5.php?Param1=8&Param2=855
04&Param0=&menu=2

112 鳥取県 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一
丁目１１番２５号

産業廃棄物収
集運搬業

第03104015965号 平成30年1月9日 平成29年12月11日 平成37年1月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=242403
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113 鳥取県 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一
丁目１１番２５号

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業

第03154015965号 平成30年1月9日 平成29年12月11日 平成37年1月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/
index_u2.php?UserID=242403


