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（本社所在地・順不同）

都道府県 会社名 都道府県 会社名 都道府県 会社名 都道府県 会社名 都道府県 会社名

1 北海道 環境開発工業（株） 51 東京都 オリックス環境（株） 101 富山県 （株）リョーシン 151 京都府 （株）山本清掃 201 香川県 （株）塵芥センター

2 青森県 （株）西田組 52 東京都 加藤商事（株） 102 富山県 （株）アース・コーポレーション 152 京都府 安田産業（株） 202 香川県 （株）エコマスター

3 岩手県 （株）環境整備 53 東京都 東京ボード工業（株） 103 富山県 （株）富山環境整備 153 京都府 （株）京都環境保全公社 203 香川県 （株）エムケーインデクト

4 岩手県 （有）八紘カイハツ 54 東京都 （株）WIN&WIN 104 富山県 木村産業（株） 154 京都府 ホームケルン（株） 204 香川県 （株）パブリック

5 岩手県 クリーンセンター花泉（有） 55 東京都 （株）タケエイ 105 富山県 たち建設（株） 155 京都府 （有）平塚商事 205 香川県 エビス紙料（株）

6 秋田県 （株）エコリサイクル 56 東京都 （株）ハチオウ 106 富山県 （株）アムテック 156 京都府 （有）大廣興業 206 愛媛県 オオノ開發（株）

7 秋田県 佐藤化学工業（株） 57 東京都 （株）完山金属 107 富山県 （株）藤井産業 157 大阪府 （株）プランテック 207 高知県 田中石灰工業（株）

8 秋田県 ユナイテッド計画（株） 58 東京都 高俊興業（株） 108 石川県 （株）アクトリー 158 大阪府 ユニクル（株） 208 福岡県 光和精鉱（株）

9 岩手県 （株）齊藤興業 59 東京都 新和環境（株） 109 石川県 環境開発（株） 159 大阪府 興徳ホールディングス（株） 209 福岡県 （株）Green prop

10 宮城県 大青工業（株） 60 東京都 （株）太陽油化 110 石川県 （株）北陸環境サービス 160 大阪府 （株）ケーシーエス 210 福岡県 福岡金属興業（株）

11 宮城県 （株）BWM 61 東京都 大平興産（株） 111 石川県 （株）やまと商事 161 大阪府 （株）国中環境開発 211 福岡県 （有）荒巻商店

12 宮城県 オデッサ・テクノス（株） 62 東京都 （株）都市環境エンジニアリング 112 石川県 ミナミ金属（株） 162 大阪府 （株）布施興業 212 佐賀県 （株）大島産業

13 宮城県 （株）ライフ 63 東京都 都築鋼産（株） 113 石川県 （株）トスマク・アイ 163 大阪府 （株）鳳栄商会 213 熊本県 （業）石坂グループ

14 宮城県 （株）安部工業 64 東京都 （株）レノバ 114 石川県 クリーンライフ（株） 164 大阪府 （株）ダイカン 214 熊本県 （株）環境と開発

15 宮城県 協業組合仙台清掃公社 65 東京都 比留間運送（株） 115 石川県 ECOフロンティア（株） 165 大阪府 関西クリアセンター（株） 215 長崎県 （株）県北衛生社

16 宮城県 （株）ジャパンクリーン 66 東京都 S.P.E.C.（株） 116 福井県 （株）武生環境保全 166 大阪府 太洋マシナリー（株） 216 大分県 （株）環境整備産業

17 山形県 （株）クリーンシステム 67 東京都 野村興産（株） 117 福井県 （株）E.R.C.福井 167 大阪府 （有）新垣商店 217 宮崎県 （株）塩川産業

18 山形県 東北イートップ（株） 68 東京都 （株）ジーエムエス 118 福井県 （株）クリーンスペースニッコウ 168 大阪府 （株）レックス 218 鹿児島県 （株）サニタリー

19 山形県 東北クリーン開発（株） 69 東京都 （有）高興 119 山梨県 （有）峡南環境サービス 169 大阪府 （株）ゼスト

20 福島県 （株）クレハ環境 70 東京都 （株）京葉興業 120 長野県 直富商事（株） 170 兵庫県 （株）イボキン

21 福島県 （株）あいづダストセンター 71 東京都 大興運輸倉庫（株） 121 長野県 （株）アース・グリーン・マネジメント 171 兵庫県 （株）横山サポートテック

22 福島県 ビルド商事（株） 72 東京都 （株）貴藤 122 長野県 （株）フロンティア・スピリット 172 兵庫県 西播環境整備（株）

23 福島県 ひめゆり総業（株） 73 東京都 （株）日成ストマック・トーキョー 123 長野県 （株）信州ウェイスト 173 兵庫県 木村工業（株）

24 福島県 荒川産業（株） 74 東京都 （株）調布清掃 124 長野県 （株）エコロジカル・サポート 174 兵庫県 （株）サンエム

25 茨城県 （株）小中総合研究所 75 東京都 （有）スリーシープランニング 125 長野県 （株）ウッドアール・オークワ 175 兵庫県 浜田化学（株）

26 茨城県 （株）カツタ 76 東京都 （株）東京クリアセンター 126 長野県 （株）トータルシステム 176 兵庫県 神戸環境クリエート（株）

27 茨城県 （株）JEMS 77 東京都 クリーンテックシオガイ 株式会社 127 岐阜県 （株）橋本 177 奈良県 （株）I・T・O

28 茨城県 JX金属環境（株） 78 東京都 （株）DSP 128 静岡県 （株）ミダックホールディングス 178 和歌山県 （株）ヴァイオス

29 栃木県 （株）真田ジャパン 79 東京都 白井エコセンター（株） 129 静岡県 （株）三共 179 鳥取県 三光（株）

30 栃木県 いずみ産業（株） 80 東京都 （株）シンシア 130 静岡県 （株）太洋サービス 180 鳥取県 三光ホールディングス（株）

31 群馬県 （株）環境システムズ 81 東京都 成友興業（株） 131 静岡県 大興金属（株） 181 鳥取県 （株）エイチテック

32 群馬県 （株）ぐんま東庄 82 神奈川県 J&T環境（株） 132 静岡県 丸両自動車運送（株） 182 鳥取県 みつわ環境開発（株）

33 群馬県 （株）セオス 83 神奈川県 （株）日本廃棄物管理機構 133 静岡県 （株）ティプロ 183 島根県 アースサポート（株）

34 埼玉県 （株）タカヤマ 84 神奈川県 三友プラントサービス（株） 134 愛知県 （株）リバイブ 184 島根県 環境デジタルソリューション（株）

35 埼玉県 ティー・ビー・ロジスティックス（株） 85 神奈川県 （株）光洲産業 135 愛知県 加山興業（株） 185 岡山県 （株）西日本アチューマットクリーン

36 埼玉県 （株）富士総業開発 86 神奈川県 （株）エスアール 136 愛知県 （株）明輝クリーナー 186 岡山県 山陽美業（株）

37 埼玉県 （株）クマクラ 87 神奈川県 （株）ガーサス 137 愛知県 （株）東伸サービス 187 岡山県 タマタイ産業（株）

38 埼玉県 石坂産業（株） 88 神奈川県 （株）タズミ 138 愛知県 豊田ケミカルエンジニアリング（株） 188 広島県 （株）オガワエコノス

39 埼玉県 木幡興業（株） 89 神奈川県 （株）昌和プラント 139 愛知県 （株）寿美屋 189 広島県 東広商事（株）

40 埼玉県 関東リソース（株） 90 新潟県 青木環境事業（株） 140 愛知県 新英エコライフ（株） 190 広島県 （株）マルシン

41 埼玉県 （株）ケイ・エム環境 91 新潟県 （株）大橋商会 141 愛知県 大和エンタープライズ（株） 191 広島県 三和技研工業（株）

42 千葉県 （株）市川環境エンジニアリング 92 新潟県 （株）不二産業 142 三重県 （株）ケー・イー・シー 192 広島県 （株）大前工務店

43 千葉県 （株）東亜オイル興業所 93 新潟県 （株）丸正土木 143 三重県 （株）ヤマゼン 193 広島県 （株）かこ川商店

44 千葉県 開発化学工業（株） 94 新潟県 新潟ガービッヂ（株） 144 三重県 エス・エヌ・ケー・テクノ（株） 194 広島県 （株）アイケーシー

45 千葉県 太陽建設（株） 95 新潟県 ウエノテックス（株） 145 三重県 （株）エコ・プランニング 195 広島県 （有）ダイイチ企業

46 千葉県 杉田建材（株） 96 新潟県 （株）アーズ 146 三重県 （株）A.u.n 196 広島県 （株）ヒロエー

47 千葉県 保田産業（資） 97 新潟県 新潟メスキュード（株） 147 滋賀県 近畿環境保全（株） 197 広島県 光陽建設（株）

48 千葉県 （株）丸幸 98 新潟県 （株）石山商店 148 滋賀県 甲陽興産（株） 198 広島県 （株）こっこー

49 東京都 エコシステムジャパン（株） 99 新潟県 シモダ産業（株） 149 滋賀県 （株）木下カンセー 199 山口県 （株）中特ホールディングス

50 東京都 JX金属髙商（株） 100 新潟県 アイビス技建（株） 150 滋賀県 （株）エコパレット滋賀 200 香川県 （株）富士クリーン

産業廃棄物処理業経営塾OB会　会員企業一覧（全218社）


