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114 有限会社　アーイ・リュース ｱｰｲ･ﾘｭｰｽ 長谷川　高也 0985-25-2702 880-0043 宮崎県宮崎市大字上北方字川端９７－１ 収集運搬

148 有限会社　アイ・エス・オー ｱｲ･ｴｽ･ｵｰ 長友　勇樹 0985-31-2458 880-0837 宮崎県宮崎市村角町東原３１７５－４ 中間処理

96 有限会社　相生建設 ｱｲｵｲｹﾝｾﾂ 田村　和也 0985-48-1212 880-2101 宮崎県宮崎市大字跡江３７３－１ 中間処理・最終処分

4322 株式会社　旭工業 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳ 渡邊　富雄 0986-36-6650 885-0004 宮崎県都城市都北町１７１５－２ 中間処理

8 旭興産　株式会社 ｱｻﾋｺｳｻﾝ 石山　和美 0985-59-1195 880-0933 宮崎県宮崎市大坪町倉ノ町４３９９－１ 収集運搬・中間処理・最終処分

83 有限会社　綾川商事 ｱﾔｶﾜｼｮｳｼﾞ 綾川　滋雄 0985-52-2855 880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田９７８－１０ 中間処理

4 有限会社　井上産業 ｲﾉｳｴｻﾝｷﾞｮｳ 井上　康典 0985-41-0180 880-0044 宮崎県宮崎市大字瓜生野２３９０ 中間処理・最終処分

7 有限会社　入船産業 ｲﾘﾌﾈｻﾝｷﾞｮｳ 岩尾　晃 0985-53-0762 880-0926 宮崎県宮崎市月見ケ丘５－１－１５ 中間処理

4169 有限会社　岩藤清掃 ｲﾜﾌｼﾞｾｲｿｳ 岩藤　守 0957-55-8213 856-0806 長崎県大村市富の原１－１５１２－１ 中間処理

119 有限会社　エー・ファーム ｴｰ･ﾌｧｰﾑ 横山　泰明 0985-54-5300 880-0941 宮崎県宮崎市北川内町城福寺４８３３ 収集運搬

4373 ＳＧムービング　株式会社 ｴｽｼﾞｰﾑｰﾋﾞﾝｸﾞ 角本　高章 03-6850-7800 136-0075 東京都江東区新砂３－２－９ 収集運搬

39 有限会社　エバアメント宮崎 ｴﾊﾞｱﾒﾝﾄﾐﾔｻﾞｷ 熊元　善照 0985-63-9771 889-2153 宮崎県宮崎市学園木花台南３－１６－９ 収集運搬・中間処理

162 有限会社　王生工業 ｵｳｼｮｳｺｳｷﾞｮｳ 中原　伸博 0985-39-0018 880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪４０９０－１１ 収集運搬・中間処理

45 有限会社　太田原産業 ｵｵﾀﾊﾞﾗｻﾝｷﾞｮｳ 太田原　久夫 0985-58-1032 889-2156 宮崎県宮崎市大字鏡洲２２６２－２ 収集運搬

141 株式会社　カワノ工業 ｶﾜﾉｺｳｷﾞｮｳ 河野　文夫 0985-41-3006 880-2231 宮崎県宮崎市大字糸原１９６３－２７ 収集運搬・中間処理

4188 株式会社　環境施設 ｶﾝｷｮｳｼｾﾂ 田中　直継 092-894-6168 819-0001 福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０ 中間処理

55 株式会社　環境未来恒産 ｶﾝｷｮｳﾐﾗｲｺｳｻﾝ 石川　武則 0985-29-5136 880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町２２６ 収集運搬・中間処理

4039 九州新生物流　株式会社 ｷｭｳｼｭｳｼﾝｾｲﾌﾞﾂﾘｭｳ 山本　真司 092-929-3400 818-0114 福岡県太宰府市大字北谷８６８－７２ 収集運搬

4474 九州バイオカーボン　株式会社 ｷｭｳｼｭｳﾊﾞｲｵｶｰﾎﾞﾝ 新名　洋一郎 092-921-3338 818-0114 福岡県太宰府市大字北谷字夕内１１２５－２ 中間処理

4466 株式会社　共生 ｷｮｳｾｲ 吉田　光浩 0965-52-0870 869-4202 熊本県八代市鏡町内田１５７２－２１ 中間処理

4115 喜楽鉱業　株式会社 ｷﾗｸｺｳｷﾞｮｳ 小宮山　茂幸 0748-77-4689 520-3114 滋賀県湖南市石部口２－７－３３ 収集運搬・中間処理

12 株式会社　久保田オートパーツ ｸﾎﾞﾀｵｰﾄﾊﾟｰﾂ 久保田　泰規 0985-62-3939 880-2116 宮崎県宮崎市細江字板川４２３１ 収集運搬・中間処理

2056 有限会社　熊野コンサルタント ｸﾏﾉｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 山野　隆一 0985-84-0039 889-1605 宮崎県宮崎市清武町加納甲１７４６－９ 中間処理

3 クマモト工業　株式会社 ｸﾏﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 熊元　大輔 0985-54-5171 880-0926 宮崎県宮崎市月見ケ丘６－１３－１５ 中間処理

61 有限会社　クリーン・アース ｸﾘｰﾝ･ｱｰｽ 中川　太 0985-24-1646 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町城元２２２－１ 収集運搬・中間処理

2030 株式会社　黒田工業 ｸﾛﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 加藤　功司 0982-55-0055 883-0063 宮崎県日向市竹島町１－８６ 収集運搬

4472 株式会社　建心 ｹﾝｼﾝ 野﨑　松男 0985-85-0795 889-1604 宮崎県宮崎市清武町船引４１４８ 中間処理

4471 株式会社　建心運輸 ｹﾝｼﾝｳﾝﾕ 野﨑　松男 0985-84-4408 889-1604 宮崎県宮崎市清武町船引３７４４－２３ 収集運搬

2066 株式会社　コーポレーション・クリエイト ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｸﾘｴｲﾄ 浦元　孝大 0983-44-5848 881-0113 宮崎県西都市大字下三財３３０８ 中間処理
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4428 株式会社　後藤造園 ｺﾞﾄｳｿﾞｳｴﾝ 後藤　克信 0985-39-1400 880-0122 宮崎県宮崎市大字塩路１１９４－３ 収集運搬

4478 株式会社　佐土原生コン ｻﾄﾞﾜﾗﾅﾏｺﾝ 西村　賢一 0985-73-1936 880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島２１５３ 中間処理

4454 ＳＵＭＣＯ　ＴＥＣＨＸＩＶ　株式会社 ｻﾑｺ ﾃｸｼﾌﾞ 福島　隆 0957-52-0111 856-8555 長崎県大村市雄ケ原町１３２４－２ 中間処理

20 株式会社　サン・ホーム ｻﾝ･ﾎｰﾑ 阪本　耕志郎 0985-47-0100 880-2115 宮崎県宮崎市大字長嶺６１３－１ 収集運搬

4189 有限会社　三協カッター工業 ｻﾝｷｮｳｶｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 坂田　浩二 0985-25-6258 880-2112 宮崎県宮崎市大字小松１７７９－１０ 収集運搬・中間処理

101 有限会社　サンワ ｻﾝﾜ 田宮　武 0985-41-2004 880-0045 宮崎県宮崎市大字大瀬町２９２８－７ 収集運搬

53 株式会社　塩川産業 ｼｵｶﾜｻﾝｷﾞｮｳ 塩川　聖一 0985-39-7555 880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪字谷廻４０９０－２１ 収集運搬・中間処理

109 有限会社　親生ビルサービス ｼﾝｾｲﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 和田　茂典 0985-53-7622 880-0936 宮崎県宮崎市天満１－３－６ 収集運搬

2074 有限会社　末原産業 ｽｴﾊﾗｻﾝｷﾞｮｳ 末原　雄二 0985-86-3679 889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙９４７１－４ 収集運搬・中間処理

4467 住吉運輸　株式会社 ｽﾐﾖｼｳﾝﾕ 中村　欽光 083-248-0331 752-0927 山口県下関市長府扇町１－２３ 中間処理

2 第一環境施設　株式会社 ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮｳｼｾﾂ 石川　武則 0985-32-3200 880-0841 宮崎県宮崎市吉村町久保田甲９２２－１ 収集運搬・中間処理・最終処分

5 太信鉄源　株式会社 ﾀｲｼﾝﾃﾂｹﾞﾝ 河東　光浩 0985-53-6510 880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江８４５ 収集運搬・中間処理

46 株式会社　大成紙業 ﾀｲｾｲｼｷﾞｮｳ 日髙　勝隆 0985-26-5304 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字下ノ山２９５７－１６６ 収集運搬・中間処理

4259 株式会社　ダイニチ開発 ﾀﾞｲﾆﾁｶｲﾊﾂ 川越　昌一郎 0985-27-2535 880-0835 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜４２７６－９１８ 収集運搬・中間処理・最終処分

18 株式会社　田村産業 ﾀﾑﾗｻﾝｷﾞｮｳ 田村　卓也 0985-51-2212 880-0946 宮崎県宮崎市福島町３－２－１ 中間処理・最終処分

4317 有限会社　テクニカル・キナイ ﾃｸﾆｶﾙ･ｷﾅｲ 喜内　靖公 0985-86-1595 889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙９６３４－７ 中間処理

30 株式会社　難波江商店 ﾅﾊﾞｴｼｮｳﾃﾝ 難波江　武彦 0985-28-1717 880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町２３８－１０ 収集運搬

4480 有限会社　南久 ﾅﾝｷｭｳ 久保田　義喜 0985-25-2185 880-0851 宮崎県宮崎市港東３－５ 中間処理

4174 西技工業　株式会社 ﾆｼｷﾞｺｳｷﾞｮｳ 田﨑　佳夫 092-711-8811 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－２２ 中間処理

4079 日本道路　株式会社 ﾆｯﾎﾟﾝﾄﾞｳﾛ 石井　敏行 03-3571-4891 105-0004 東京都港区新橋１－６－５ 中間処理

4470 株式会社　ネクストエナジー ﾈｸｽﾄｴﾅｼﾞｰ 西郷　伸一郎 092-776-1332 813-0044 福岡県福岡市東区千早４－１５－１２ 中間処理

4323 有限会社　野尻カッター工業 ﾉｼﾞﾘｶｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 平原　松子 0984-44-1987 886-0213 宮崎県小林市野尻町三ケ野山１４１０－１ 中間処理

59 橋口　一任 ﾊｼｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 0985-39-8747 880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内１０２３３ 収集運搬

43 原田建設　株式会社 ﾊﾗﾀﾞｹﾝｾﾂ 上原　雄藏 0985-24-7463 880-0035 宮崎県宮崎市下北方町井尻５３６２－５ 収集運搬・中間処理

2052 春山建設工業　株式会社 ﾊﾙﾔﾏｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 春山　義正 0985-86-0028 889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙９５２５ 最終処分

2046 株式会社　藤井建設 ﾌｼﾞｲｹﾝｾﾂ 藤井　潔 0983-42-2619 881-0003 宮崎県西都市大字右松１９７９ 中間処理

4473 有限会社　ペーパーリサイクルシステム ﾍﾟｰﾊﾟｰﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑ 山﨑　孝一　 0985-60-2818 880-0036 宮崎県宮崎市花ケ島町柳ノ丸４９９－１ 中間処理

4073 ホクザイ運輸　株式会社 ﾎｸｻﾞｲｳﾝﾕ 河本　一成 093-561-3400 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町７２－３０ 中間処理

4479 株式会社　ホシヤマ ﾎｼﾔﾏ 星山　一憲 0984-23-1030 886-0004 宮崎県小林市細野２６３３ー１ 中間処理
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4341 株式会社　星山建設工業 ﾎｼﾔﾏｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 星山　敬宣 096-339-5284 861-8002 熊本県熊本市北区弓削１－１６－３４ 中間処理

36 株式会社　保全 ﾎｾﾞﾝ 山下　重美 0985-51-2191 880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北方２２６９－１ 中間処理

4442 前田道路　株式会社 ﾏｴﾀﾞﾄﾞｳﾛ 武川　秀也 03-5487-0011 141-8665 東京都品川区大崎１－１１－３ 中間処理

58 松永組運送　株式会社 ﾏﾂﾅｶﾞｸﾞﾐｳﾝｿｳ 山口　定巳 0985-51-1464 880-0911 宮崎県宮崎市大字田吉２４７８－４ 収集運搬・最終処分

9 三喜産業　有限会社 ﾐｷｻﾝｷﾞｮｳ 中川　太 0985-39-6923 880-0122 宮崎県宮崎市大字塩路２８９０－１０ 収集運搬

4452 三倉物産　株式会社 ﾐｸﾗﾌﾞｯｻﾝ 峠　寛治 0985-26-2421 880-0813 宮崎県宮崎市丸島町１－２４ 中間処理

70 南九州クリーン環境　有限会社 ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳｸﾘｰﾝｶﾝｷｮｳ 長谷川　靖 0985-64-9677 880-2211 宮崎県宮崎市高岡町花見２４２５－３ 収集運搬・中間処理

2001 南九州ソイル　株式会社 ﾐﾅﾐｷｭｳｼｭｳｿｲﾙ 蛯原　啓子 0985-86-1770 889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙３１１８－２ 中間処理

4141 ミナミ金属　株式会社 ﾐﾅﾐｷﾝｿﾞｸ 岡村　昇 076-269-1800 920-0377 石川県金沢市打木町東１４２６ 収集運搬・中間処理

2085 有限会社　三舩産業 ﾐﾌﾈｻﾝｷﾞｮｳ 三舩　立也 0985-82-5353 880-2213 宮崎県宮崎市高岡町上倉永１１０６－４２ 収集運搬・中間処理

107 株式会社　宮崎衛生公社 ﾐﾔｻﾞｷｴｲｾｲｺｳｼｬ 川﨑　紘一郎 0985-22-7284 880-0823 宮崎県宮崎市北権現町８７ 収集運搬

106 株式会社　宮崎環境開発センター ﾐﾔｻﾞｷｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂｾﾝﾀｰ 石川　武則 0985-23-5353 880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町２５３ 収集運搬・中間処理

10 株式会社　宮崎県医師サービスセンター ﾐﾔｻﾞｷｹﾝｲｼｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 外山　順也 0985-30-5355 880-0125 宮崎県宮崎市大字広原４５１１－７ 収集運搬

6 宮崎県産業廃棄物再生事業協同組合
ﾐﾔｻﾞｷｹﾝｻﾝｷﾞｮｳﾊｲｷﾌﾞﾂｻｲｾｲｼﾞ
ｷﾞｮｳｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ

小垣　敏輝 0985-39-2261 880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内字堀内２９３２ 中間処理

78 宮崎再生資材　株式会社 ﾐﾔｻﾞｷｻｲｾｲｼｻﾞｲ 日髙　栄利 0985-24-8622 880-0125 宮崎県宮崎市大字広原５５２２ 中間処理

4469 宮崎中央舗材　株式会社 ﾐﾔｻﾞｷﾁｭｳｵｳﾎｻﾞｲ 稲木　仁 0985-74-0243 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂８２８４－１ 中間処理

77 株式会社　宮崎美装社 ﾐﾔｻﾞｷﾋﾞｿｳｼｬ 髙野　康裕 0985-25-5163 880-0824 宮崎県宮崎市大島町南窪８８７－１０ 収集運搬

4476 宮交ビルマネジメント株式会社 ﾐﾔｺｳﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 黒木　忠博 0985-51-2140 880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江９７５－１ 収集運搬

19 宮崎油脂販売　株式会社 ﾐﾔｻﾞｷﾕｼﾊﾝﾊﾞｲ 外山　友栄 0985-47-5982 880-2112 宮崎県宮崎市大字小松２０３６－３ 収集運搬

87 有限会社　メイナン ﾒｲﾅﾝ 安井　修 0985-56-3566 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島六丁目１３－５９ 収集運搬・最終処分

4228 矢野産業　株式会社 ﾔﾉｻﾝｷﾞｮｳ 矢野　俊也 0985-24-3551 880-1113 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇３９５２－３ 中間処理

88 株式会社　山﨑紙源センター ﾔﾏｻｷｶﾐｹﾞﾝｾﾝﾀｰ 山﨑　孝一 0985-24-2551 880-0817 宮崎県宮崎市江平東町６－１３ 収集運搬・中間処理

4477 ヤマト運輸　株式会社 ﾔﾏﾄｳﾝﾕ 長尾　裕 03-3541-3411 104-0061 東京都中央区銀座２ー１６ー１０ 収集運搬

2049 株式会社　友和産業開発 ﾕｳﾜｻﾝｷﾞｮｳｶｲﾊﾂ 長友　剛 0985-82-2110 880-2211 宮崎県宮崎市高岡町花見３８８８ 中間処理

2126 有限会社　吉川重機 ﾖｼｶﾜｼﾞｭｳｷ 吉川　正人 0985-74-2222 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂７６８５－４ 中間処理

4465 株式会社　吉田開発 ﾖｼﾀﾞｶｲﾊﾂ 吉田　信幸 0964-28-1600 861-4206 熊本県熊本市南区城南町さんさん１－１０－７ 中間処理
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