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有限会社アーク 志賀　教夫 埼玉県吉川市保一丁目４番７号 第00400015855号 令和4年3月21日 令和11年3月20日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=12426&Param0=&men
u=2

有限会社アーク 志賀　教夫 埼玉県吉川市保一丁目４番７号 第00450015855号 令和4年3月21日 令和11年3月20日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=12426&Param0=&men
u=2

株式会社アールテック 山形県寒河江市大字曰田字中向４００番地 第00400031353号 平成31年4月14日 令和8年4月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=25348&Param0=&menu
=2

株式会社アールテック 山形県寒河江市大字曰田字中向４００番地 第00450031353号 平成31年4月16日 令和8年4月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=25348&Param0=&menu
=2

アイエスジー株式会社 石井　誠一 千葉県船橋市藤原三丁目１６番１７号 第00400057319号 平成29年8月16日 令和6年8月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=48601&Param0=&menu
=2

株式会社アイザック・トランスポート 北山　英人 富山県富山市米田町一丁目６番３０号 第00400000485号 平成25年8月21日 令和9年8月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00337

株式会社アイザック・トランスポート 北山　英人 富山県富山市米田町一丁目６番３０号 第00450000485号 平成25年8月21日 令和9年8月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00337

アイビス技建株式会社 善宝　知子 新潟県新潟市北区石動一丁目１５番地４ 第00400049584号 令和3年9月15日 令和10年9月14日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=747033&Param0=&me
nu=2

協業組合アクアネット 佐藤　政志 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地５２６番地 第00415048140号 平成29年5月20日 令和6年5月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=586988&Param0=&men
u=2

協業組合アクアネット 佐藤　政志 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地５２６番地 第00455048140号 平成30年2月16日 令和7年2月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=586988&Param0=&men
u=2

株式会社旭商会 根本　敏子 神奈川県相模原市中央区宮下本町三丁目２８番１４号 第00400002378号 平成28年8月10日 令和5年8月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=01776&Param0=&menu
=2

アサヒプリテック株式会社 中西　広幸 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 第00414000503号 平成24年2月23日 令和5年6月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60025&Param0=00050
3

アサヒプリテック株式会社 中西　広幸 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 第00424000503号 平成27年12月1日 令和4年11月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60025&Param0=00050
3

アサヒプリテック株式会社 中西　広幸 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 第00464000503号 平成24年2月23日 令和11年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60025&Param0=00050
3

アサヒプリテック株式会社 中西　広幸 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 第00474000503号 平成27年12月1日 令和4年11月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60025&Param0=00050
3

株式会社アルファサポート 福田　寛栄 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室７０６５番地１ 第00400040395号 平成30年2月5日 令和7年2月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=420786&Param0=&men
u=2

株式会社アルファサポート 福田　寛栄 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室７０６５番地１ 第00450040395号 令和1年10月15日 令和8年10月14日

株式会社イーストコア 田中　信行 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番１６号 第00422126277号 平成30年3月25日 令和7年3月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=179448&Param0=&men
u=2

有限会社飯盛商店 飯島　宗久 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２番１４号 第00400000198号 平成28年9月16日 令和5年9月15日 http://www.iimori.co.jp/?page_id=13

株式会社泉土木 泉　昌弘 東京都江戸川区中葛西一丁目３６番５号 第00400009862号 平成29年1月13日 令和6年1月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=07681&Param0=&menu
=2
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株式会社泉土木 泉　昌弘 東京都江戸川区中葛西一丁目３６番５号 第00450009862号 平成28年7月15日 令和5年7月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=07681&Param0=&menu
=2

株式会社市川環境エンジニアリング 岩楯　保 千葉県市川市田尻二丁目１１番２５号 第00400002661号 平成28年11月4日 令和5年11月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=01984&Param0=&menu
=2

井上工業株式会社 佐々木　勝則 山形県山形市久保田二丁目１番４７号 第00420011644号 平成29年11月14日 令和6年11月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=09050&Param0=&menu
=2

ウィズ環境株式会社 恩田　健次 山形県鶴岡市西目字水上沢１２９番５ 第00400076898号 平成29年3月27日 令和6年3月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=273233&Param0=&men
u=2

株式会社エコ・フード 熱田　唯史 千葉県匝瑳市川辺２０８番地１ 第00400073432号 平成26年1月30日 令和10年1月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85132

株式会社エコサーブ 齋藤　信 宮城県大崎市古川駅南三丁目１７番地２ 第00455001929号 平成30年3月5日 令和7年3月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65074

エコシステムジャパン株式会社 増山　仁志 東京都千代田区外神田四丁目１４番１号 第00400002613号 平成25年3月27日 令和11年8月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01949

エコシステムジャパン株式会社 増山　仁志 東京都千代田区外神田四丁目１４番１号 第00450002613号 平成25年3月27日 令和11年8月15日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01949

株式会社エスアール 渋谷　清心 神奈川県厚木市上依知１２６０番地１ 第00400000226号 令和4年4月16日 令和11年4月15日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=372656&Param0=&me
nu=2

株式会社エスアール 渋谷　清心 神奈川県厚木市上依知１２６０番地１ 第00450000226号 令和3年8月20日 令和10年8月19日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=372656&Param0=&me
nu=2

株式会社ＳＫクリーンシステム 坂田　広樹 埼玉県春日部市西宝珠花６０８番地２ 第00400011262号 令和3年10月20日 令和10年10月19日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=08773&Param0=&men
u=2

ＭＫエコプラント株式会社 丸山　長裕 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目５番１７号 第00403120184号 平成27年7月6日 令和11年7月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=102731&Param0=&men
u=2

ＭＫエコプラント株式会社 丸山　長裕 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目５番１７号 第00423120184号 平成27年9月1日 令和4年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=102731&Param0=&men
u=2

ＭＫエコプラント株式会社 丸山　長裕 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目５番１７号 第00453120184号 平成27年7月6日 令和11年7月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=102731&Param0=&men
u=2

株式会社オイルプラントナトリ 武田　洋一 宮城県名取市増田三丁目４番３号 第00422003838号 令和2年10月14日 令和9年10月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02893

株式会社オイルプラントナトリ 武田　洋一 宮城県名取市増田三丁目４番３号 第00472003838号 令和2年10月14日 令和9年10月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02893

オーエム通商株式会社 岡村　睦夫 東京都八王子市小津町１０６番地１ 第00400001865号 平成24年6月18日 令和8年6月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01390

オーエム通商株式会社 岡村　睦夫 東京都八王子市小津町１０６番地１ 第00450001865号 平成29年8月8日 令和6年8月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=01390&Param0=&menu
=2

大阪薬研株式会社 矢野　貴光 大阪府箕面市稲五丁目１３番１０号 第00400030216号 令和2年5月8日 令和9年5月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=80827&Param0=&menu
=2

大阪薬研株式会社 矢野　貴光 大阪府箕面市稲五丁目１３番１０号 第00450030216号 令和2年5月8日 令和9年5月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=80827&Param0=&menu
=2
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株式会社オガワエコノス 小川　勲 広島県府中市高木町５０２番地の１０ 第00413005189号 平成28年9月19日 令和5年9月18日 http://www.o-econos.cmm/

株式会社オガワエコノス 小川　勲 広島県府中市高木町５０２番地の１０ 第00423005189号 平成23年11月1日 令和7年10月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=03961&Param0=00518
9

オデッサ・テクノス株式会社 高崎　三晴 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目２番１０号 第00400046252号 平成30年11月7日 令和7年11月6日 http://www.sanpai.or.jp/sys/search/disp1.php?co=C000607&b=0

環境通信輸送株式会社 清水　健一郎 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目６１番地 第00400000632号 平成26年8月19日 令和10年9月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=00450&Param0=&menu
=2

環境通信輸送株式会社 清水　健一郎 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目６１番地 第00450000632号 平成27年7月5日 令和11年7月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=00450&Param0=&menu
=2

環清工業株式会社 青山　武 山形県酒田市浜中字八間山１３５番地の１ 第00400004551号 平成31年2月15日 令和8年2月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=03461&Param0=&menu
=2

環清工業株式会社 青山　武 山形県酒田市浜中字八間山１３５番地の１ 第00420004551号 平成31年2月15日 令和8年2月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=03461&Param0=&menu
=2

環清工業株式会社 青山　武 山形県酒田市浜中字八間山１３５番地の１ 第00450004551号 平成30年7月1日 令和7年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=03461&Param0=&menu
=2

株式会社木下フレンド 木下　公次 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目１番地１０ 第00400005938号 平成28年9月6日 令和5年9月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=04562&Param0=&menu
=2

株式会社木村土建 木村　浩章 宮城県東松島市大塩字五台２３番地２ 第00408014116号 平成26年10月28日 令和10年3月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=10984&Param0=01411
6&menu=2

株式会社木村土建 木村　浩章 宮城県東松島市大塩字五台２３番地２ 第00428014116号 平成26年10月28日 令和6年2月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=10984&Param0=01411
6&menu=2

株式会社木村土建 木村　浩章 宮城県東松島市大塩字五台２３番地２ 第00458014116号 平成26年10月28日 令和8年7月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=10984&Param0=01411
6&menu=2

株式会社共同土木 内田　耕太朗 埼玉県上尾市原新町２６番１号 第00400003982号 令和3年12月16日 令和10年12月15日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=03009&Param0=&men
u=2

株式会社共同土木 内田　耕太朗 埼玉県上尾市原新町２６番１号 第00450003982号 令和2年11月24日 令和9年11月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=03009&Param0=&menu
=2

株式会社キヨスミ産研 堀切　勇真 山形県山形市鋳物町３番地 第00400005851号 令和2年10月4日 令和9年10月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=04494&Param0=&menu
=2

株式会社クリーンシステム 鈴木　隆 山形県山形市飯塚町字中河原１６２９番地の５ 第00400008236号 平成24年10月5日 令和4年11月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=06398

クリーンセンター花泉有限会社 佐藤　由佳 岩手県一関市花泉町日形字日形山２番地１ 第00400033696号 平成28年5月29日 令和5年5月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=27420&Param0=&menu
=2

クリーンセンター花泉有限会社 佐藤　由佳 岩手県一関市花泉町日形字日形山２番地１ 第00420033696号 平成29年1月30日 令和6年1月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=27420&Param0=&menu
=2

有限会社クリーンニイガタ 吉村　鳳一 新潟県新潟市東区豊一丁目８番１０号 第00400033422号 平成27年11月7日 令和4年11月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=27175&Param0=&menu
=2

有限会社クリーンニイガタ 吉村　鳳一 新潟県新潟市東区豊一丁目８番１０号 第00450033422号 平成28年7月17日 令和5年7月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=27175&Param0=&menu
=2
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株式会社クリーンライフ 阿部　幸江 宮城県富谷市ひより台二丁目１番地２ 第00413064828号 平成26年10月2日 令和5年10月4日 http://www.clean-life.biz/office.html

株式会社クリーンライフ 阿部　幸江 宮城県富谷市ひより台二丁目１番地２ 第00423064828号 平成27年12月21日 令和4年12月20日 http://clean-life.biz/office.html

株式会社クリーンライフ 阿部　幸江 宮城県富谷市ひより台二丁目１番地２ 第00463064828号 令和3年10月2日 令和10年10月1日 http://www.clean-life.biz/office.html

株式会社クレハ環境 並川　昌弘 福島県いわき市錦町四反田３０番地 第00400004159号 平成24年10月1日 令和5年1月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60268

株式会社クレハ環境 並川　昌弘 福島県いわき市錦町四反田３０番地 第00450004159号 平成24年10月1日 令和11年6月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60268

株式会社クワバラ・パンぷキン 桑原　幹夫 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１１番１０号 第00400005346号 令和3年6月15日 令和10年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=360978&Param0=&men
u=2

株式会社クワバラ・パンぷキン 桑原　幹夫 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目１１番１０号 第00450005346号 令和3年6月15日 令和10年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=360978&Param0=&men
u=2

株式会社ケイ・エム環境 宮田　仁史 埼玉県吉川市大字三輪野江２３００番地１ 第00400018949号 平成26年11月10日 令和6年5月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=15025&Param0=&menu
=2

株式会社ケイ・エム環境 宮田　仁史 埼玉県吉川市大字三輪野江２３００番地１ 第00450018949号 平成28年12月7日 令和5年12月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=15025&Param0=&menu
=2

株式会社ＫＳＪ 今西　勇 東京都江戸川区船堀四丁目８番１９号 第00400014228号 平成27年12月26日 令和4年12月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=11075&Param0=&menu
=2

株式会社ケーイーティ 川田　裕 福島県西白河郡矢吹町赤沢６６５番地１ 第00400105396号 令和1年5月18日 令和8年5月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85209&Param0=&menu
=2

株式会社ケーイーティ 川田　裕 福島県西白河郡矢吹町赤沢６６５番地１ 第00450105396号 令和1年5月18日 令和8年5月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85209&Param0=&menu
=2

興栄商事株式会社
文（ＭＯＯＮ）　鍾
守(ＪＯＮＧＳＯ

Ｏ）
神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目１３番地３ 第00400041190号 令和2年6月30日 令和9年7月2日

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=420602&Param0=&men
u=2

株式会社国分商会 池田　正信 埼玉県熊谷市万吉２６４３番地の１ 第00421002209号 平成30年11月21日 令和7年11月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=01648

有限会社後藤クリーン商会 後藤　裕貴 山形県米沢市大字赤崩字町頭道東１８７２７番２ 第00400017065号 平成29年3月5日 令和6年3月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85067&Param0=&menu
=2

株式会社サイコー 齋藤　孝志 宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目８番地の４ 第00400015568号 平成31年4月6日 令和8年4月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=12197&Param0=&menu
=2

株式会社佐藤金属 佐藤　克己 宮城県岩沼市下野郷字中野馬場３４番地の４８ 第00422006333号 令和2年4月11日 令和9年4月10日 https://sato-metal.co.jp

三協興産株式会社 堀切　勇真 神奈川県川崎市川崎区扇町１２番３号 第00400000685号 令和2年10月6日 令和9年10月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60033&Param0=&menu
=2

三友プラントサービス株式会社 小松　和史 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目８番２１号 第00400000728号 令和2年4月21日 令和9年4月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60037&Param0=&menu
=2

三友プラントサービス株式会社 小松　和史 神奈川県相模原市緑区橋本台一丁目８番２１号 第00450000728号 令和2年4月21日 令和9年4月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60037&Param0=&menu
=2
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サンワリューツー株式会社 飯田　武司 愛知県刈谷市一里山町家下８０番地 第00400005459号 平成28年4月10日 令和5年4月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04182

サンワリューツー株式会社 飯田　武司 愛知県刈谷市一里山町家下８０番地 第00450005459号 平成28年4月10日 令和5年4月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=04182

ＪＸ金属髙商株式会社 齋藤　昭夫 東京都中央区日本橋三丁目２番５号 第00400003909号 令和2年9月11日 令和9年9月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60246&Param0=&menu
=2

シグマテック株式会社 深江　伯史 東京都中央区日本橋富沢町５番４号 第00400001002号 平成28年6月20日 令和5年6月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=115136&Param0=&men
u=2

シグマテック株式会社 深江　伯史 東京都中央区日本橋富沢町５番４号 第00450001002号 平成28年8月26日 令和5年8月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=115136&Param0=&men
u=2

株式会社シゲン 加藤　泰弘 神奈川県横浜市中区山下町７０－１３ 第00401030439号 令和3年3月17日 令和10年3月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=24531

株式会社島田商会 島田　薫 佐賀県多久市北多久町大字小侍８０１番地 第00400018979号 平成30年10月3日 令和7年10月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=161750&Param0=&men
u=2

ジャパンウェイスト株式会社 岡本　芳彦 東京都千代田区丸の内一丁目７番１２号 第00400144464号 平成28年10月24日 令和5年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=572784&Param0=&men
u=2

ジャパンウェイスト株式会社 岡本　芳彦 東京都千代田区丸の内一丁目７番１２号 第00450144464号 平成28年10月24日 令和5年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=572784&Param0=&men
u=2

株式会社シヨーモン 松澤　敏也 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳１０４５番地の１ 第00400006070号 平成28年6月18日 令和5年6月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=60369&Param0=&menu
=2

有限会社進栄産業 中島　完司 茨城県結城郡八千代町大字栗山３４２番地の１ 第00400024216号 平成31年2月6日 令和8年2月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=206072&Param0=&men
u=2

鈴木工業株式会社 鈴木　伸彌 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目３番２８号 第00400000284号 平成25年7月11日 令和6年8月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00195

鈴木工業株式会社 鈴木　伸彌 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目３番２８号 第00420000284号 平成29年9月20日 令和6年9月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00195

鈴木工業株式会社 鈴木　伸彌 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目３番２８号 第00450000284号 平成25年7月1日 令和9年6月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00195

鈴木工業株式会社 鈴木　伸彌 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目３番２８号 第00470000284号 平成29年9月20日 令和6年9月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00195

鈴健興業株式会社 鈴木　康修 山梨県笛吹市御坂町下黒駒１６０２番地８ 第00400012652号 令和3年7月8日 令和10年7月7日

鈴健興業株式会社 鈴木　康修 山梨県笛吹市御坂町下黒駒１６０２番地８ 第00450012652号 令和3年7月8日 令和10年7月7日

世紀東急工業株式会社 平　喜一 東京都港区三田三丁目１３番１６号 第00423000986号 平成24年12月27日 令和8年12月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60054

株式会社セオス 遠藤　恭三 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田２２５９番地４ 第00400030670号 平成29年1月24日 令和6年1月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=414034&Param0=&men
u=2

株式会社セオス 遠藤　恭三 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田２２５９番地４ 第00450030670号 平成29年1月24日 令和6年1月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=414034&Param0=&men
u=2
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仙台環境開発株式会社 櫻井　慶 宮城県仙台市青葉区二日町２番２７号 第00450052901号 平成26年8月28日 令和10年8月27日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=44846

協業組合仙台清掃公社 山田　政彦 宮城県仙台市宮城野区日の出町一丁目７番１５号 第00400003527号 平成24年4月17日 令和6年12月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02638

協業組合仙台清掃公社 山田　政彦 宮城県仙台市宮城野区日の出町一丁目７番１５号 第00423003527号 平成28年11月1日 令和5年10月31日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02638

協業組合仙台清掃公社 山田　政彦 宮城県仙台市宮城野区日の出町一丁目７番１５号 第00450003527号 平成24年4月17日 令和11年6月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02638

株式会社ダイセキ 山本　哲也 愛知県名古屋市港区船見町１番地８６ 第00400002742号 平成25年6月12日 令和11年8月1日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

株式会社ダイセキ 山本　哲也 愛知県名古屋市港区船見町１番地８６ 第00450002742号 平成25年7月1日 令和9年6月30日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=02051

株式会社ダイトク 星山　健 大阪府摂津市新在家二丁目１番１号 第00400017163号 平成28年6月15日 令和5年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85041&Param0=&menu
=2

株式会社太陽油化 石田　太平 東京都板橋区三園二丁目１２番２号 第00400005945号 平成28年10月4日 令和5年10月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=04566&Param0=&menu
=2

株式会社太陽油化 石田　太平 東京都板橋区三園二丁目１２番２号 第00450005945号 平成28年10月4日 令和5年10月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=04566&Param0=&menu
=2

高俊興業株式会社 高橋　潤 東京都中野区新井一丁目１１番２号 第00400004823号 平成23年11月30日 令和7年11月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03667

高俊興業株式会社 高橋　潤 東京都中野区新井一丁目１１番２号 第00450004823号 平成26年12月7日 令和10年12月6日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=03667

株式会社貴藤 池ノ谷　新吾 東京都昭島市拝島町三丁目１番３号 第00400007846号 平成29年4月23日 令和6年4月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=142877&Param0=&men
u=2

株式会社タカヤマ 齊藤　吉信 埼玉県所沢市大字南永井３７番地９号 第00400000351号 平成25年6月23日 令和9年6月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00240

株式会社高良 高橋　隆助 福島県南相馬市原町区南町一丁目９３番地 第00402008990号 平成29年8月13日 令和6年8月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=486434&Param0=&men
u=2

株式会社高良 高橋　隆助 福島県南相馬市原町区南町一丁目９３番地 第00422008990号 平成30年8月18日 令和7年8月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=486434&Param0=&men
u=2

株式会社タケエイ 阿部　光男 東京都港区芝公園二丁目４番１号Ａ－１０階 第00400003455号 平成23年7月17日 令和7年7月16日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65131

株式会社タケエイ 阿部　光男 東京都港区芝公園二丁目４番１号Ａ－１０階 第00450003455号 平成30年7月23日 令和7年7月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=65131

武松商事株式会社 金森　和哉 神奈川県横浜市中区山下町１０５番地 第00400003456号 平成26年5月25日 令和10年5月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=522457&Param0=&men
u=2

株式会社丹野 丹野　一史 山形県山形市松見町１２番３号 第00400005841号 平成27年9月2日 令和4年9月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=04485&Param0=&menu
=2

有限会社築館クリーンセンター 柏木　裕 宮城県栗原市築館字上髙森４９番地５ 第00426029589号 令和2年4月11日 令和9年4月10日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=567729
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有限会社築館クリーンセンター 柏木　裕 宮城県栗原市築館字上髙森４９番地５ 第00476029589号 令和3年8月31日 令和10年8月30日

株式会社ツルオカ 鶴岡　正顯 茨城県結城市大字結城１０６０３番地 第00400018663号 平成28年4月16日 令和5年4月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=61868&Param0=&menu
=2

ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 相川　和政 埼玉県八潮市大字浮塚１００番地 第00400053819号 平成28年10月25日 令和5年10月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=482864&Param0=&men
u=2

東芝環境ソリューション株式会社 吉田　久律 神奈川県横浜市鶴見区寛政町２０番１号 第00400000343号 平成28年4月24日 令和5年4月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=65023&Param0=&menu
=2

東伸環境株式会社 鈴木　昇 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目３番１６号 第00400033699号 平成31年2月26日 令和8年4月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=225697&Param0=&men
u=2

東伸環境株式会社 鈴木　昇 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目３番１６号 第00450033699号 平成31年4月8日 令和8年4月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=225697&Param0=&men
u=2

東伸産業株式会社 猪狩　性市 千葉県鎌ケ谷市中央二丁目１５番６９号 第00400133946号 平成28年7月15日 令和5年7月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=511656&Param0=&men
u=2

東武商事株式会社 小林　増雄 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目４番地４ 第00400005377号 平成28年9月1日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=04130&Param0=&menu
=2

東武商事株式会社 小林　増雄 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目４番地４ 第00450005377号 平成30年11月27日 令和7年11月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=04130&Param0=&menu
=2

東明興業株式会社 伊勢　文雄 東京都練馬区谷原一丁目１２番１０号 第00400017928号 平成24年1月13日 令和8年1月12日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=14140

東明興業株式会社 伊勢　文雄 東京都練馬区谷原一丁目１２番１０号 第00450017928号 平成28年6月23日 令和5年6月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=14140

株式会社トータルシステム 清水　克貴 長野県松本市大字和田４７０９番地 第00400054336号 平成28年9月7日 令和5年9月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=827696&Param0=&men
u=2

トーテツ興運株式会社 鶴見　敏明 栃木県小山市大字横倉５９０番地２ 第00400161384号 令和2年8月12日 令和9年8月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=432199&Param0=&men
u=2

株式会社鴇商 鴇﨑　勝一 群馬県館林市苗木町２５４８番地 第00400038658号 令和2年10月30日 令和9年10月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=31823&Param0=&menu
=2

株式会社トモノ 友野　浄二 埼玉県白岡市篠津９５５番地１ 第00400040882号 令和2年4月19日 令和9年4月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=839057

株式会社中商 中嶋　達夫 神奈川県川崎市幸区南加瀬一丁目８番６号 第00400002437号 令和1年5月2日 令和8年5月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=01825&Param0=&menu
=2

株式会社中商 中嶋　達夫 神奈川県川崎市幸区南加瀬一丁目８番６号 第00450002437号 令和3年1月26日 令和10年1月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=01825&Param0=&menu
=2

仲田総業株式会社 仲田　陽介 栃木県宇都宮市簗瀬町２５２０番地４ 第00400003162号 令和2年10月6日 令和9年10月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85292

仲田総業株式会社 仲田　陽介 栃木県宇都宮市簗瀬町２５２０番地４ 第00450003162号 令和2年11月9日 令和9年11月8日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=85292

新潟ガービッヂ株式会社 関　祐介 新潟県南魚沼市宮１７１３番地 第00400038613号 平成28年11月7日 令和5年11月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=61846&Param0=&menu
=2
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新潟ガービッヂ株式会社 関　祐介 新潟県南魚沼市宮１７１３番地 第00450038613号 平成30年5月23日 令和7年5月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=61846&Param0=&menu
=2

新潟メスキュード株式会社 佐藤　弘 新潟県新潟市西区寺尾東一丁目１９番１９号 第00400002903号 平成29年7月19日 令和6年7月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=452685&Param0=&men
u=2

新潟メスキュード株式会社 佐藤　弘 新潟県新潟市西区寺尾東一丁目１９番１９号 第00450002903号 平成29年7月19日 令和6年7月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=452685&Param0=&men
u=2

株式会社西商店 西　義雄 東京都大田区池上六丁目２８番５号 第00400000688号 平成25年11月26日 令和9年11月25日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60034

日重環境株式会社 松原　豊 群馬県みどり市大間々町大間々１６６８番地 第00400002480号 平成25年11月18日 令和9年11月17日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60149

日重環境株式会社 松原　豊 群馬県みどり市大間々町大間々１６６８番地 第00450002480号 平成25年8月25日 令和9年8月24日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=60149

株式会社日環 長野　榮夫 栃木県宇都宮市インターパーク四丁目７番地６ 第00400002953号 平成24年2月23日 令和8年2月22日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=84948

株式会社日環 長野　榮夫 栃木県宇都宮市インターパーク四丁目７番地６ 第00450002953号 平成28年12月27日 令和5年12月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=84948&Param0=&menu
=2

ニッコー・ファインメック株式会社 小野寺　真澄 第00400003174号 平成29年2月1日 令和6年1月31日 http://www.nikkofm.co.jp/

ニッコー・ファインメック株式会社 小野寺　真澄 第00450003174号 平成24年7月13日 令和11年6月30日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=786897&Param0=&me
nu=2

株式会社日成ストマック・トーキョー
ＣＨＯ　MＡＥＮＧ
ＣＨＡＮ　曺　孟賛

東京都江戸川区東葛西三丁目１７番１５号 第00400026957号 平成29年3月22日 令和6年3月21日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=21806

株式会社日成ストマック・トーキョー
ＣＨＯ　MＡＥＮＧ
ＣＨＡＮ　曺　孟賛

東京都江戸川区東葛西三丁目１７番１５号 第00450026957号 平成28年10月20日 令和5年10月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=21806&Param0=&menu
=2

日本ウエスト株式会社 長田　和志 京都府京都市伏見区横大路千両松町９番地１ 第00400054519号 平成25年1月21日 令和9年1月20日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=46270

日本ケミテックロジテム株式会社 金子　宏 埼玉県川口市領家五丁目１番３９号 第00400003384号 令和2年3月23日 令和9年3月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=02532&Param0=&menu
=2

日本ケミテックロジテム株式会社 金子　宏 埼玉県川口市領家五丁目１番３９号 第00450003384号 令和1年8月11日 令和8年8月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=02532&Param0=&menu
=2

日本産業廃棄物処理株式会社 重田　和夫 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２４６５番地 第00400002294号 平成24年10月29日 令和6年9月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=804930

日本産業廃棄物処理株式会社 重田　和夫 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２４６５番地 第00450002294号 平成24年10月29日 令和6年9月19日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=804930

株式会社沼田機業 沼田　直 茨城県小美玉市野田１８３番地 第00400072308号 平成29年9月5日 令和6年9月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=140918&Param0=&men
u=2

早来工営株式会社 小松　稔明 神奈川県川崎市川崎区扇町６番１号 第00400001169号 平成26年1月30日 令和10年1月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00854

早来工営株式会社 小松　稔明 神奈川県川崎市川崎区扇町６番１号 第00450001169号 平成26年1月30日 令和10年1月29日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00854
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Ｐ・Ｓ・Ｃリサイクル株式会社 山澤　明子 栃木県小山市大字犬塚５４番地２ 第00400152636号 令和4年1月17日 令和11年1月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=578101&Param0=&men
u=2

Ｐ・Ｓ・Ｃリサイクル株式会社 山澤　明子 栃木県小山市大字犬塚５４番地２ 第00450152636号 令和1年7月30日 令和8年7月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=578101&Param0=&men
u=2

株式会社ＢＷＭ 齋藤　博 宮城県仙台市青葉区大町二丁目１０番１４号 第00413113164号 平成27年10月5日 令和4年10月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=942640&Param0=&men
u=2

株式会社ＢＷＭ 齋藤　博 宮城県仙台市青葉区大町二丁目１０番１４号 第00423113164号 平成27年9月8日 令和4年9月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=942640&Param0=&men
u=2

日野金属産業株式会社 糟谷　敏美 東京都八王子市旭町１１番５号 第00400038060号 平成26年4月9日 令和10年4月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85517&Param0=&menu
=2

比留間運送株式会社 比留間　宏明 東京都武蔵村山市中央二丁目１８番地の３ 第00400016103号 平成28年12月13日 令和5年12月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=12625&Param0=&menu
=2

福興産業株式会社 山川　憲彦 福島県伊達郡桑折町字田植１２番地の１ 第00400002561号 令和3年3月19日 令和10年3月18日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=579601

福興産業株式会社 山川　憲彦 福島県伊達郡桑折町字田植１２番地の１ 第00450002561号 平成30年7月1日 令和7年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=579601&Param0=&men
u=2

福山産業株式会社 福山　友和 神奈川県川崎市高津区千年６１０番地５ 第00400102476号 令和4年4月18日 令和11年4月17日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=631799&Param0=&me
nu=2

豊産管理株式会社 竹谷　佳野 青森県青森市浪岡大字徳才子字山本１９番地１ 第00400001238号 平成27年5月18日 令和11年5月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=00905&Param0=&menu
=2

株式会社松江興業 高塚　浩一 宮城県仙台市泉区福岡字切沢１９番地１ 第00400003270号 平成27年12月1日 令和4年11月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=02444&Param0=&menu
=2

松田産業株式会社 松田　芳明 東京都新宿区西新宿一丁目２６番２号 第00400000192号 平成24年6月8日 令和8年6月7日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00125

株式会社マルサ 佐藤　直也 岩手県北上市成田２６地割８３番地１２ 第00400006763号 平成25年6月17日 令和5年4月5日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=710520

株式会社マルサ 佐藤　直也 岩手県北上市成田２６地割８３番地１２ 第00450006763号 平成29年5月10日 令和6年5月9日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=710520

株式会社丸正土木 桐生　竜治 新潟県三条市上大浦４４１番地１ 第00400008548号 平成29年8月27日 令和6年8月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85057&Param0=&menu
=2

丸徳興業株式会社 徳山　東見 千葉県千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 第00400001449号 令和4年2月2日 令和11年2月1日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=01067&Param0=&men
u=2

丸両自動車運送株式会社 青木　千加士 静岡県静岡市清水区横砂西町１０番６号 第00400002267号 平成28年7月13日 令和5年7月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85551&Param0=&menu
=2

丸両自動車運送株式会社 青木　千加士 静岡県静岡市清水区横砂西町１０番６号 第00450002267号 平成28年7月13日 令和5年7月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=85551&Param0=&menu
=2

ミナミ金属株式会社 岡村　昇 石川県金沢市打木町東１４２６番地 第00400035690号 平成28年12月1日 令和5年11月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=29224&Param0=&menu
=2

ミナミ金属株式会社 岡村　昇 石川県金沢市打木町東１４２６番地 第00423035690号 令和2年4月1日 令和10年1月3日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyouhou/index_u2.php?UserID=29224
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株式会社宮城衛生環境公社 砂金　英輝 宮城県仙台市青葉区熊ケ根字野川２６番地の６ 第00400005142号 令和4年2月10日 令和11年2月9日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=345132&Param0=&me
nu=2

株式会社宮城衛生環境公社 砂金　英輝 宮城県仙台市青葉区熊ケ根字野川２６番地の６ 第00450005142号 令和4年2月10日 令和11年2月9日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=345132&Param0=&me
nu=2

株式会社宮城公害処理 菊地　清一 宮城県仙台市若林区三本塚字荒谷８５番地 第00400028670号 平成29年3月28日 令和6年3月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=22982&Param0=&menu
=2

ミヤマ株式会社 南　克明 長野県長野市稲里一丁目５番地３ 第00400000553号 平成26年7月25日 令和10年7月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=00389&Param0=&menu
=2

ミヤマ株式会社 南　克明 長野県長野市稲里一丁目５番地３ 第00450000553号 平成26年7月25日 令和10年7月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=00389&Param0=&menu
=2

株式会社森商会 森　光治 東京都目黒区五本木一丁目２番２１号 第00400040109号 令和1年12月16日 令和8年12月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=317341&Param0=&men
u=2

株式会社山一商事 松本　大輔 東京都港区六本木七丁目１５番１４号 第00400017919号 平成24年6月5日 令和4年11月26日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=14131

株式会社ヤマキ 菊田　勝實 埼玉県熊谷市三ケ尻字新山３８８４番地 第00400003017号 平成31年3月9日 令和8年3月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=02244&Param0=&menu
=2

株式会社ヤマゼン運輸 奥田　貴光 三重県伊賀市予野字西出２７００番地の１ 第00400033499号 平成26年1月5日 令和10年1月4日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=27241

株式会社ヤマゼン運輸 奥田　貴光 三重県伊賀市予野字西出２７００番地の１ 第00450033499号 平成31年2月6日 令和8年2月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=27241&Param0=&menu
=2

株式会社ライフ 田手　充 宮城県仙台市太白区西中田五丁目６番４１号 第00400138959号 平成29年12月4日 令和6年12月3日 http://www2.sanpainet.or.jp

株式会社Ｒ－ＥＡＲＴＨ 増田　景一 長野県長野市大字稲葉２０７４番地４稲葉ハイツ２０２ 第00400154674号 平成29年8月29日 令和6年8月28日 http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=925858

リサイクルセンター株式会社 大天　広正 大阪府東大阪市布市町二丁目１番４０号 第00400008395号 平成27年9月20日 令和4年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=65149&Param0=&menu
=2

リサイクルセンター株式会社 大天　広正 大阪府東大阪市布市町二丁目１番４０号 第00450008395号 平成27年9月20日 令和4年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=65149&Param0=&menu
=2

株式会社両毛資源開発 須田　昇 群馬県桐生市相生町三丁目５４７番地の１ 第00400045295号 令和4年4月20日 令和11年4月19日
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=383014&Param0=&me
nu=2

若清テクノ株式会社 千葉　節朗 宮城県栗原市若柳字川南子々松１６６番地 第00416000754号 令和3年12月28日 令和10年12月27日 http://www.wakasei.co.jp/

若清テクノ株式会社 千葉　節朗 宮城県栗原市若柳字川南子々松１６６番地 第00456000754号 令和4年6月6日 令和11年6月5日 http://www.wakasei.co.jp/

有限会社渡辺商店 山形県米沢市城北一丁目３番２８号 第00400009739号 令和3年2月5日 令和10年2月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u5.php?Param1=8&Param2=944686&Param0=&men
u=2
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