
名称（屋号） 〒 本社所在地 中間処理

代表者名 最終処分

許可番号・許可期限 中間処理施設・処分場の所在地 の方法

アサヒコーポレーション　株式会社 552-0007 大阪市港区弁天1-2-1ORC200 06-6573-3631

　　　太田　泰裕 　　　　　　　　　　オフィスタワー16階

6620102459　　R10.05.14 554-0032 大阪市此花区梅町2-1-60 06-6468-5566

アスト　株式会社 550-0014 大阪市西区北堀江4-17-23 06-6538-2781

　　　石橋　明 廃油 油水分離   8m3/日 ばら積船の貨物艙洗浄廃液に限る

6620010259　　R05.10.06 554-0032 大阪市此花区梅町2-5-4 06-6468-5281

有限会社　アルファフォルム 532-0021 大阪市淀川区田川北3-4-46 06-4703-4775 汚泥（製紙汚泥に限る）・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

　　　綾　一史 紙くず・木くず・繊維くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   575m3/日

ガラスくず・がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず 選　　別   960m3/日

559-0032 大阪市住之江区南港南1-1-175 078-857-3818 ガラスくず・がれき類

6620162645　　R10.12.06 (西部サービス㈱神戸工場内)

栄伸開発　株式会社 639-2126 奈良県葛城市南花内225-1 06-6555-5381 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　細川　秀則 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   56m3/日

6620021393　　R07.04.24 551-0031 大阪市大正区泉尾6-4-5 ガラスくず・がれき類

栄伸開発　株式会社 551-0023 大阪市大正区鶴町1－10－2 06-6555-6555 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　細川　秀則 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 61.7m3/日

6620124206　　R05.10.31 ガラスくず・がれき類

株式会社　エイチ・ワイ・エス 543-0021 大阪市天王寺区東高津町12-7-1702 06-6765-2248 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　林　信男 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 160m
3
/日

6620100870　　R04.12.24 547-0001 大阪市平野区加美北2-2-13 06-6754-9190 ガラスくず・がれき類

株式会社　エコセンター大阪 572-0075 大阪府寝屋川市葛原2-14-16 072-826-5321

柿本　孝 ガラスくず・がれき類 破　　砕 816t/日

6620216732     R09.08.07 559-0026 大阪市住之江区平林北2-8-68 06-6629-8016

SBS三愛ロジスティクス　株式会社 143-0003 東京都大田区京浜島1-2-6 06-7638-1680 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

       蛭間　博信 繊維くず・金属くず・ガラスくず 破砕・切断 49.7ｔ/日

6620059600　　R07.09.30 552-0013 大阪市港区福崎2‐1‐49 がれき類

株式会社　エムテック 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-4-53 06-6701-7077 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　中谷　勝 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   12.3m3/日

ガラスくず・がれき類

6620027024　　R07.01.25 547-0023 大阪市平野区瓜破南1-4-55 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず 減容固化 4.5t/日

株式会社　大阪環境 570-0002 大阪府守口市佐太中町3-1-21 06-6904-0401

　　　中村　浩也

6620019545　　R08.08.13 538-0037 大阪市鶴見区焼野3-3-7 廃油（廃食用油に限る） 油水分離   8m3/日

株式会社　大阪鉛錫精錬所 555-0001 大阪市西淀川区佃5-6-45 06-6472-0571

　　　廣末　幸子 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず 解　　体 80t/日 廃バッテリーに限る

6620031401　　R09.03.31

大阪ベントナイト事業　協同組合 559-0025 大阪市住之江区平林南2-8-37 06-6686-0003 汚泥（有機性汚泥を除く） 脱　　水 ①　 976m3/日

　　　浜野　廣美 廃酸・廃アルカリ 中　　和 ①　 794m3/日

559-0032 大阪市住之江区南港南1-2-121   ① 06-6654-3300 ②　 360m3/日 鉱さいを除く

6620004668　　R05.09.30 559-0023 大阪市住之江区泉2-1-92　         ② 06-6682-3766 ②　 792m3/日 汚泥については建設汚泥に限る

大林道路　株式会社 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8 03-3295-8860

　　　黒川　修治 ガラスくず・がれき類 破　　砕 600t/日

6620007506     R09.03.05 551-0021 大阪市大正区南恩加島1-11-33 06-4394-0084

破　　砕

電子マニフェスト
加入の有無

○

－

○

○

○

○

○

－

○

○

○

○

減容固化

固　　化

脱　　水

同            上

電話番号
（上段は代表番号

下段はお問い合わせ先番号）

汚泥（有機性汚泥に限る）

許可品目

金属くず・ガラスくず・鉱さい・がれき類

燃え殻・汚泥（有機性汚泥を除く）・鉱さい
ばいじん

同            上

備考処理能力

1200t/日

175t/日

 4.8m3/日

○
同            上



名称（屋号） 〒 本社所在地 中間処理

代表者名 最終処分

許可番号・許可期限 中間処理施設・処分場の所在地 の方法

電子マニフェスト
加入の有無

電話番号
（上段は代表番号

下段はお問い合わせ先番号）
許可品目 備考処理能力

株式会社　オグラ 555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-4 06-6195-7718 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　横川　博昭 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   8.6m3/日

ガラスくず・がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず 切断 5.7ｔ/日 廃電線に限る

6620146914     R07.09.10 555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-133 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず 解体 4.3ｔ/日 廃電線に限る

小倉商事　株式会社 555-0032 大阪市西淀川区大和田1-2-7 06-6472-4561 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　小倉　清和 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 6.4m3/日

ガラスくず・がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず 切断 5.6t/日 廃電線及び配管に限る

6620204245　　R05.12.26 555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-4 06-6476-3613 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず 解体 13.7ｔ/日 廃電線に限る

株式会社　河東商会 555-0041 大阪市西淀川区中島2-10-63 06-6477-1515 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　河東　和夫 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   32m3/日

6620015672　　R06.03.16 ガラスくず・がれき類

株式会社　川崎環境開発興業 555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-7 06-6476-0531 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　川崎　裕 繊維くず・ゴムくず・金属くず

ガラスくず・がれき類 選　　別   800m
3
/日

汚泥（製紙汚泥に限る）・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

紙くず・木くず・繊維くず

6620005535     R08.05.23 動植物性残さ（植物性残さに限る）

関西チップ工業　株式会社 532-0031 大阪市淀川区加島4-19-15-109 06-6685-3951

　　　船越　登 木くず 破　　砕

6620049333　　R06.06.30 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-58

株式会社　カンソー 557-0015 大阪市西成区花園南1-4-4 06-6658-1555 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに限る） 破　　砕 1.9t/日

　　　清水　雅也 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る） 減容固化 1.6t/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず

6620133031　　R09.02.28 557-0063 大阪市西成区南津守5-6-17 06-6658-1537 ゴムくず・金属くず・ｶﾞﾗｽくず

株式会社　関電L&A 555-0021 大阪市西淀川区歌島2-4-7 06-6473-3431

　　　大植　康司 金属くず・ガラスくず（陶磁器くずに限る） 破　　砕

6620005452　　R06.09.30 559-0026 大阪市住之江区平林北1-1-3 06-7507-1361

株式会社　漢那商店 555-0041 大阪市西淀川区中島2-9-13 06-6473-5793 鉱さい 選　　別 200t/日

　　　漢那　健二 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・ゴムくず

6620009691　　R05.09.23 金属くず・ガラスくず

共栄　株式会社 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2-3-9　　 078-321-2121

　　　久寳　利幸 　　　　　　　　　　　　　　　　　　共栄ビル 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず・ガラスくず

6620013346　　R06.03.31 557-0062 大阪市西成区津守3-8-93 圧　　縮 71t/日

株式会社　共英メソナ 555-0001 大阪市西淀川区佃6-4-8 06-6477-4195

　　　高島　浩司

6620002736　　R11.03.19 555-0042 大阪市西淀川区西島1-2-133  

有限会社　共和開発 639-2302 奈良県御所市大字東松本268 0745-62-2286 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　細川　克文 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   32m3/日

6620058832　　R06.01.28 559-0024 大阪市住之江区新北島6-2-1 06-6681-6748 ガラスくず・がれき類

煌環境開発　株式会社 559-0024 大阪市住之江区新北島6-2-1 06-6686-5677 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず

　　　松本　琢磨 木くず・繊維くず 破　　砕 31.1m3/日

6620051575　　R09.01.31 ガラスくず

キングレックス　株式会社 555-0012 大阪市西淀川区御幣島5-11-1 06-6475-8889

　　　周　景星 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず 破　　砕 2.7ｔ/日

6620133595　　R08.07.12

破砕・切断

○

○

○

○

同            上

同            上

圧縮・切断

減容固化

破砕・切断

同            上

同            上

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・ゴムくず
金属くず・ガラスくず

  174m3/日

52.3t/日

①  70t/日
②  33t/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・ｺﾞﾑくず・ｶﾞﾗｽくずについて
は、再生利用を目的とした金属くずに付
着しているものに限る

 3.96m3/日

切　　断

○

○

－

○

同            上

4t/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・ｶﾞﾗｽくずについては、再生
利用を目的とした金属くずに付着している
ものに限る

288t/日

溶　　融

242t/日

○

○

①  79t/日
②  26t/日
③ 2.4t/日

－

○

○
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有限会社　グリーンアート 555-0041 大阪市西淀川区中島2-4-123 06-7509-4319

　　　松井　日出子 破　　砕 4.3t/日 －

6620220679　　R09.01.12 　　　　　　　同            上

功成建設　株式会社 572-0074 大阪府寝屋川市池田中町20-5 072-826-4422 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　宮崎　保之 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   8.7m3/日

ガラスくず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず 選　　別   120m3/日

6620030325　　R06.03.25 554-0052 大阪市此花区常吉2-3-3 ガラスくず・がれき類

合同衛生　株式会社 556-0003 大阪府浪速区恵美須西3-16-41 06-6641-8960 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに限る） 破　　砕 0.8t/日

　　　林　博之 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る） 減容固化 0.4t/日

金属くず（廃蛍光管又は廃水銀灯に限る）

ガラスくず（廃蛍光管又は廃水銀灯に限る）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断

6620021811    R06.03.22 557-0061 大阪市西成区北津守3-11-21 ガラスくず・がれき類

株式会社　坂出興産 554-0052 大阪市此花区常吉2-2-27 06-6462-5803

　　　岡本　真二

6620200373　　R05.08.14 06-6463-0088

栄興業　株式会社 551-0011 大阪市大正区小林東1-1-20 06-6554-1518

　　　伊山　僚

6620041075　　R08.07.28 廃酸 中　　和   9m3/日

株式会社　桜井 660-0857 兵庫県尼崎市西向島町15-4 06-6414-2222 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　桜井　成子 繊維くず・ゴムくず・金属くず －

6620038224　　R07.03.26 551-0021 大阪市大正区南恩加島5-7-84 ガラスくず・がれき類

株式会社　さつき 551-0023 大阪市大正区鶴町4-12-27 06-6552-7272 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　皐月　篤 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破　　砕   8.5m3/日

ガラスくず

6620046625　　R08.06.10 06-4394-0057 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る) 減容固化 0.4t/日

サニーメタル　株式会社 100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 06-6461-2818

　　　齋藤　修 東京サンケイビル15F

6620029414　　R10.01.29 554-0052 大阪市此花区常吉1-1-13 廃プラスチック類（廃記録媒体等に限る） 破砕 4.6t/日

有限会社　三協衛生 559-0021 大阪市住之江区柴谷2-5-78 06-6686-1949 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　南村　敏宏 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 18m3/日

6620122292    R08.09.07 ガラスくず・がれき類

株式会社　三共テクノス 559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2 06-6612-8833

　　　共田　明生

汚泥（建設汚泥であって埋戻材又はセメ

ント原料として再利用するものに限る）

6620127104　　R05.09.25

同            上

同            上

同            上

同            上

ゴムくず（廃ﾀｲﾔ及び廃ﾁｭｰﾌﾞに限る）
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃ﾀｲﾔ及び廃ﾁｭｰﾌﾞに限る）

脱　　水

流 動 化

破　　砕

油水分離

同            上

廃酸・廃アルカリ 中　　和

破　　砕

廃油（潤滑油系に限る）

汚泥

ガラスくず・がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・木くず・金属くず・ガラスくず

汚泥（生コン残渣に限る）

破砕・切断

破砕・選別

638m3/日

  500m3/日

3.1ｔ/日

11.3m3/日

  9m3/日

373t/日

  17.6m3/日

36m
3/日

天日乾燥

○

○

○

○

○

4.4m3/日

○

○

－

492t/日
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株式会社　三和 559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-2 06-6612-8100 汚泥(無機性汚泥に限る）   9.9m
3/日

       共田　義夫 汚泥（建設汚泥に限る） 324m3/日

汚泥（建設汚泥であって埋戻材又はセメ

ント原料として再利用するものに限る）

6620142056    R08.04.12 559-0025 大阪市住之江区平林南2-4-28

株式会社　ジェイ・ポート 538-0041 大阪市鶴見区今津北3-3-13 06-6963-5351 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　樋下　茂 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破　　砕 4.7t/日

6620043182     R10.10.13 554-0032 大阪市此花区梅町2-3-55 ガラスくず・がれき類

敷島金属　株式会社 555-0001 大阪市西淀川区佃5-8-27 06-6473-1791 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　高木　克己 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 7.1m3/日

6620009385     R08.01.18 555-0041 大阪市西淀川区中島2-13-90 ガラスくず・がれき類

株式会社　シプレコーポレーション 555-0012 大阪市西淀川区御幣島6-13-59 06-6475-2938 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　杉田　光範 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 17.2m3/日

ガラスくず・がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず

廃酸・廃アルカリ 中　　和 7m3/日

汚泥 薬品脱水 10m3/日

動植物性残さ 粉　　砕 6m3/日

燃え殻・汚泥 コンクリート

6620146658　　R06.02.08 鉱さい・ばいじん 固　　化

株式会社　嶋袋商店 555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-5 06-6471-0161 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・木くず

　　　嶋袋　大三 ゴムくず・金属くず 破　　砕 640t/日

ガラスくず・鉱さい・がれき類

6620043942　　R08.11.13 555-0041 大阪市西淀川区中島2-1-19 汚泥（有機性汚泥を除く） 天日乾燥   90m3/日

株式会社　昌英 559-0021 大阪市住之江区柴谷1-1-1 06-6681-2366

　　　德山　昌秀 汚泥・鉱さい・ばいじん 固　　化   450m3/日

6620040835　　R05.03.13 090-9546-7849

株式会社　翔慶 551-0021 大阪市大正区南恩加島7-1-82 06-6552-8833

　　　山城　慶太 ガラスくず・がれき類 破　　砕 432t/日

6620100721　　R05.01.10

株式会社　昇和 552-0005 大阪市港区田中2-1-1 06-6577-5555 がれき類 破砕 1,576t/日

　　　佐藤　昇 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず 〇

6620161700　　R06.12.24 554-0032 大阪市此花区梅町2-4-114 06-6466-0005 ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類

有限会社　新垣商店 551-0021 大阪市大正区南恩加島5-8-61 06-6554-3701

　　　谷川　拓磨

廃酸・廃アルカリ 中　　和   11.6m3/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず

6620023881　　R06.09.29 ゴムくず・金属くず・ガラスくず

新虎興産　株式会社 550-0012 大阪市西区立売掘5-5-21 06-6536-3907 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

       木村　高士 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   8.8m3/日

6620012125　　R07.07.27 551-0002 大阪市大正区三軒家東3-8-28 06-6552-5221 ガラスくず

信和商事　株式会社 614-8045 京都府八幡市八幡久保田１ 075-981-2657

　　　中村　昌弘 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破　　砕   10.7m3/日

6620045925      R04.12.10 559-0031 大阪市住之江区南港東3-1-35 06-6614-5515

○

同            上

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに限る）

  4.3m3/日

同            上

同　　　　　上

減容固化

破　　砕

汚泥(無機性汚泥に限る）

同            上
破砕･切断

流 動 化

天日乾燥

脱　　水

2.45t/日

85m3/日

109t/日

  960m
3/日

○

○

破砕・切断 220m³/日

○

○

○

○

○

○

○

  97m
3/日



名称（屋号） 〒 本社所在地 中間処理

代表者名 最終処分

許可番号・許可期限 中間処理施設・処分場の所在地 の方法

電子マニフェスト
加入の有無

電話番号
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下段はお問い合わせ先番号）
許可品目 備考処理能力

株式会社  スカット 551-0023 大阪市大正区鶴町1-11-13 06-4395-5177

　　　木村　成江

6620117678　 　R05.07.16 551-0023 大阪市大正区鶴町1-11-13 06-4395-5177 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る） 減容固化 0.47t/日

住友化学　株式会社 103-6020 東京都中央区日本橋2-7-1 06-6466-5081 廃油 ①については廃油

　　　岩田　圭一 廃酸 焼　　却 ②については廃酸・廃ｱﾙｶﾘの

6620003201　　R05.09.01 554-0022 大阪市此花区春日出中3-1-98 廃アルカリ    処理能力

成和興業　株式会社 550-0023 大阪市西区千代崎2-16-8 06-6581-1345 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　西村　剛 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 32m3/日

6620016273　　R05.07.21 551-0031 大阪市大正区泉尾7-1-30 06-6555-9999 ガラスくず・がれき類

株式会社　総環 547-0023 大阪市平野区瓜破南2-4-47 06-6709-1100 がれき類 破　　砕   2120t/日

　　　福田　猛志 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず

ガラスくず・がれき類 選　　別   700m3/日

6620026371　　R07.10.24 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず 焼　　却 95ｔ/日

株式会社　ダイカン 538-0037 大阪市鶴見区焼野3-2-79 06-6913-2222 汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

　　　吉村　太郎 紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ

動物系固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず

がれき類（汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリが付着したものに限る）

6620004658　　R09.11.28 06-6913-5156 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず 破　　砕 4.5t/日

株式会社　大惠 552-0001 大阪市港区波除3-12-6 06-6582-1697 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　東元　和彦 繊維くず・ゴムくず・金属くず

6620022549　　R04.06.30 557-0062 大阪市西成区津守3-8-80 06-6651-1376 ガラスくず・がれき類

株式会社　大建工業所 532-0021 大阪市淀川区田川北2-4-10 06-6308-5377 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　川村　豊 繊維くず・ゴムくず・金属くず

555-0041 大阪市西淀川区中島2-13-8 06-6475-8666 ガラスくず・がれき類 選　　別   1000m3/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず

ガラスくず・がれき類

6620003765　　R06.08.24 555-0001 大阪市西淀川区佃5-8-35 06-6476-3500 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る） 減容固化 0.48t/日

有限会社　タイセイ開発 551-0013 大阪市大正区小林西1-18-25 06-6556-5391 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず

　　　中川　国治 木くず・繊維くず 破砕・切断 8m3/日

6620077676　　R08.06.25 金属くず・ガラスくず

株式会社ダイセキ環境ソリューション 467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町8-18 052-819-5310

　　　山本　浩也 燃え殻・汚泥・鉱さい 固　　化 1444m3/日

6620068603     R08.04.25 551-0021 大阪市大正区南恩加島7-1-82 06-6555-1330

大東衛生　株式会社 537-0014 大阪市東成区大今里西1-19-38 06-6971-7339 汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ

　　　渡部　敏弘 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず 焼　　却 12.8t/日

繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず

廃油 油水分離   9.6m3/日

中　　和   44.8m3/日

濃縮晶折   12.9m3/日

汚泥 脱　　水   9.6m3/日

559-0025 大阪市住之江区平林南1-6-47 汚泥・動植物性残さ 乾　　燥   10.0m3/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   50m3/日

6620002970　　R05.09.30 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋5-5-61 ガラスくず・がれき類

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4.7ｔ/日

  1200m
3
/日（230ｔ/日）

   ①   40m3/日
　 ②　 98 t /日

同            上

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず
ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類

  100m3/日

240t/日

同            上

選　　別

選別・破砕

廃酸・廃アルカリ

同            上

破　　砕

破砕・切断

800t/日

  1300m3/日

焼　　却

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・金属くず
ガラスくず

○

選別能力1200m3/日の内破砕能力230ｔ/
日

破砕・切断

破砕・切断 6.8m3/日



名称（屋号） 〒 本社所在地 中間処理
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株式会社　大松土建 531-0074 大阪市北区本庄東2-10-15 06-6371-2863 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　新城　匡司 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 1500t/日

6620004672　　R05.06.30 555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-49 06-6474-0597 ガラスくず・鉱さい・がれき類

有限会社　大丸興業 547-0023 大阪市平野区瓜破南2-3-14 06-6706-1261 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　堂北  悠太 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   15.5m3/日

6620075093　　R08.03.25 ガラスくず・がれき類

株式会社  大和化銀 547-0034 大阪市平野区背戸口2-12-20 06-6702-6108

　　　中池　一仁

6620004399　　R06.04.19 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 焼　　却 640kg/日

株式会社  田中浚渫工業 581-0042 大阪府八尾市南木の本5-49 072-998-4131

　　　田中　正人 木くず 破　　砕 95ｔ/日

555-0043 大阪市西淀川区大野3-7-144 06-6478-3330

汚泥（建設汚泥であって埋戻材又はセメ

ント原料として再利用するものに限る）

脱　　水 28m3/日

6620067110　　R07.06.30 551-0023 大阪市大正区鶴町5-6-9 06-6553-3150 固　　化 480ｔ/日

株式会社　TOC 557-0062 大阪市西成区津守3－8－80 06-6656-3850 汚泥（建設汚泥であって埋戻材として

再生利用するものに限る）・燃え殻（埋戻材 固　　化  352m3/日

　　　竹松　祐次 として再生利用するものに限る）

6620190966　　R06.05.26 557-0062 大阪市西成区津守3-142、146-3、146-4 ガラスくず・鉱さい・がれき類 破　　砕 816ｔ/日

都市クリエイト　株式会社 569-0805 大阪府高槻市上田辺町19-8 072-681-0089 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　前田　晋二 繊維くず・ゴムくず・金属くず ○

6620005546　　R07.10.14 551-0023 大阪市大正区鶴町4-12-18 06-6556-0070 ガラスくず・がれき類 選別 539.1㎥/日

株式会社　富里金属 551-0021 大阪市大正区南恩加島5-7-2 06-6553-7209

　　　家谷　信二 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・木くず・金属くず・ガラスくず 破　　砕 4.9t/日

6620122846　　R08.04.24

株式会社　南海興業 556-0027 大阪市浪速区木津川2-4-48 06-6568-6100 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　田中　公治 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   45m3/日

6620032578　　R06.04.03 555-0041 大阪市西淀川区中島2-10-43 06-4808-5588 ガラスくず・がれき類

株式会社　ナンセイ 134-0083 東京都江戸川区中葛西5-20-7 03-3877-5026 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず

　　　稻福　誠 木くず・繊維くず 破砕・切断   14.1m3/日

6620002520　　R06.04.14 551-0021 大阪市大正区南恩加島4-4-46 06-4394-9001 金属くず・ガラスくず

日和油業　株式会社 553-0006 大阪市福島区吉野5-10-28 06-6462-5521

　　　瀧川　眞宏 廃油 油水分離  3.6m3/日

6620005518　　R06.06.30 555-0001 大阪市西淀川区佃6-2-31

日本エコロジー　株式会社 534-0025 大阪市都島区片町2-2-40大発ビル 06-6881-0251

　　　山田　基昭

6620000687　　R08.06.29 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮3-1-7 06-6881-0201

株式会社  日本リサイクル 551-0002 大阪市大正区三軒家東3-7-21 06-6555-3388 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　松下　宜敬 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断  77m3/日

ガラスくず･がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず・繊維くず 焼　　却 46.2t/日

6620001404　　R06.03.24 同            上 紙くず・ガラスくず 破　　砕 9.6t/日 廃石膏ボードに限る

○

○

○

〇

45m3/日

○

○

○

－

－

○

廃酸・廃アルカリ

汚泥（無機性汚泥に限る）

 639m
3/日

同            上

同            上

 4m3/日中　　和

同            上

廃酸・廃アルカリ
○

中　　和

破砕・切断 17.1㎥/日

流 動 化
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日本リサイクルセンター　株式会社 530-0047 大阪市北区西天満6-3-19 06-6311-9071 ①　6t/日

　　　増田　耕一 ②　4t/日

乾　　燥 ②　6.4t/日

555-0001 大阪市西淀川区佃6-10-39　　 ①

6620056039　　R07.09.30 555-0041 大阪市西淀川区中島2-9-141　② 06-6478-5021

株式会社  野口組 559-0021 大阪市住之江区柴谷2-4-16 06-6681-5824 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・木くず

　　　青松　相徳 ゴムくず・金属くず 破　　砕 240t/日

6620003797　　R05.09.08 559-0021 大阪市住之江区柴谷2-5 06-6681-6299 ガラスくず・がれき類

野村興産　株式会社 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-1-3 03-5695-2530

　　　藤原　悌

555-0041 大阪市西淀川区中島2-4-143 06-4706-1345（関西営業所）

6620004746　　R11.02.16 06-6476-0025（関西工場）

株式会社　ハーモニックス 554-0032 大阪市此花区梅町2-2-13 06-4804-1350

　　　吉川　貴雄

6620041236　　R08.05.16 　　　　　　　同            上 固　　化 320.1㎥/日

橋本アルミ　株式会社 556-0022 大阪市浪速区桜川1-1-19 06-6561-3536

　　　橋本　寿郎 切断・圧縮 5t/日

6620108321　　R06.01.05 559-0023 大阪市住之江区泉2-1-85 06-6682-3344

株式会社　長谷川建設 531-0062 大阪市北区長柄中1-6-17 06-6569-1500

　　　長谷川　洋一 金属くず・ガラスくず・がれき類 破　　砕 130t/日

6620030176　　R07.08.21 559-0031 大阪市住之江区南港東3-4-91

早来工営　株式会社 210-0868 神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 044-328-7341 ①については燃え殻・汚泥・紙くず

　　　小松　稔明 木くず・繊維くず・動植物性残さ

ゴムくず・金属くず・ガラスくず

鉱さい・ばいじんの焼却能力

②については廃油・廃酸・廃アルカリ

6620001169　　R10.02.23 557-0062 大阪市西成区津守3-8-6 06-6651-0121 の焼却能力

阪南産業　株式会社 559-0026 大阪市住之江区平林北2-8-23 06-6685-7196

　　　高好　章二 木くず 破　　砕

6620008387　　R09.02.12 559-0026 大阪市住之江区平林北2-9-134 木くず 破　　砕 160t/日

○

○

－

○

－

○

① 4.8t/日
② 10 ｔ/日

廃蓄電池（鉛蓄電池を除く）に限る破　　砕

破　　砕

金属くず・ガラスくず ○

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず

同            上

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ
紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ
ゴムくず・金属くず・ガラスくず・鉱さい
ばいじん

○

①    60t/日

②  67.2t/日

廃アルカリ蓄電池に限る

焼　　却

　②　4.8t/日

①については、シュレッダー

②については、チッパー

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、ｶﾞﾗｽくずについては、再生
利用を目的とした金属くずに付着している
ものに限る

698.1m3/日

　②　8.3t/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず・ガラスくず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず

廃蓄電池(鉛蓄電池を除く)及び
その製造に伴い生ずるものに限る

汚泥（無機性汚泥に限る）
脱　　水

真空加熱

解　　体

汚泥・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず

4.9t/日

廃蛍光管又は廃水銀灯に限る

選　　別

①　 132t/日

②   　79t/日



名称（屋号） 〒 本社所在地 中間処理

代表者名 最終処分

許可番号・許可期限 中間処理施設・処分場の所在地 の方法

電子マニフェスト
加入の有無

電話番号
（上段は代表番号

下段はお問い合わせ先番号）
許可品目 備考処理能力

株式会社　HIRAYAMA 612-0838 京都府京都市伏見区 075-643-0400

　　　平山　英拡 深草神明講谷町29

552-0022 大阪市港区海岸通4-2-3 06-6355-0222

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず

ガラスくず・がれき類 選　　別   715m3/日

ガラスくず・がれき類 破　　砕 864t/日 再生できるものに限る

555-0041 大阪市西淀川区中島2-9-36 06-6475-3399 汚泥（無機性汚泥に限る） 脱　　水  822m
3
/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず

ガラスくず・がれき類 選　　別 996m3/日

ガラスくず・がれき類 破　　砕 1562t/日

木くず 破　　砕 475t/日

6620073755　　R06.10.07 559-0032 大阪市住之江区南港南1-2-142 06-6612-8008 紙くず・ガラスくず 破　　砕 73.6t/日 廃石膏ボードに限る

株式会社　笛水商店 531-0077 大阪市北区大淀北1-4-26 06-6777-2338

       時　優 金属くず・ガラスくず・鉱さい・がれき類 破　　砕 1000t/日

6620050771     R06.07.07 554-0032 大阪市此花区梅町1-1-11

フォーリーフ　株式会社 551-0021 大阪市大正区南恩加島7-1-82 06-4394-1360

　　　大神　秀夫 汚泥・廃油・廃アルカリ   30m3/日 燃料として再生できるものに限る

6620195806　　R09.08.20 090-7099-0690

福洋商事　株式会社 651-1422 兵庫県西宮市山口町金仙寺1655-4 078-907-5006 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　曹　洋 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 9.4㎥/日 －

6620170823　　R08.01.28 554-0032 大阪市此花区梅町2-3-24 06-6411-1777 ガラスくず

船津商事　株式会社 558-0051 大阪市住吉区東粉浜2-5-16 06-6675-0525 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　船津　太郎 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 4.1m3/日

6620043941　　R05.01.06 559-0026 大阪市住之江区平林北2-7-42 06-6657-4589 ガラスくず・がれき類

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ大阪　株式会社 550-0013 大阪市西区新町1-31-9 06-6531-6484 ①　22.7t/日

　　　若井　真人 ②　60t/日

555-0041 大阪市西淀川区中島2-8-70　　　   ① 06-6477-6488 ①　2.8t/日、0.9t/日×３

6620043823　　R09.06.30 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋4-8-38　 ② ②　2.8t/日、2.4t/日、11.5t/日、19.2t/日

古河ケミカルズ　株式会社 555-0043 大阪市西淀川区大野3-7-196 06-6472-1131

　　　今井　伸

6620130546　　R08.10.29

株式会社　北港ロード 554-0033 大阪市此花区北港1-4-132 06-6468-4175

　　　池西　宏之 がれき類 破　　砕

6620000305　　R09.06.30

マスダエーセイ　株式会社 533-0022 大阪市東淀川区菅原2-13-22 06-6329-6657

　　　増田　良明 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る） 減容固化 0.186t/日

6620039951　　R11.06.08 555-0001 大阪市西淀川区佃6-5-34 06-6329-0356

マツダ　株式会社 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町17-8 078-851-2213

　　　松田　禎一 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る） 減容固化 1.6t/日

6620010657　　R05.11.10 559-0023 大阪市住之江区泉2-1-92 06-6681-5125

松田産業　株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿1-26-2 03-5381-0001

　　　松田  芳明 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・金属くず・ガラスくず 破　　砕 3.8t/日

6620000192　　R10.11.30 555-0044 大阪市西淀川区百島1-3-83 06-6475-2711

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

切　　断

破　　砕

同            上

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(廃ﾀｲﾔに限る)

同            上

汚泥（無機性汚泥に限る）

廃酸（銅を含有するものであって、
再生利用できるものに限る。）

同            上

汚泥（硫酸第一鉄であって、再生利用
できるものに限る。）

汚泥（建設汚泥に限る）

固　　化

脱　　水

523m3/日

1188t/日

26.7m3/日

①  840t/日

②  300t/日

38㎥/日

混練による
燃料化

亜酸化銅
原料化

破砕・切断 788m3/日

破砕・切断

ポリ硫酸
第二鉄化 63m3/日



名称（屋号） 〒 本社所在地 中間処理

代表者名 最終処分

許可番号・許可期限 中間処理施設・処分場の所在地 の方法

電子マニフェスト
加入の有無

電話番号
（上段は代表番号

下段はお問い合わせ先番号）
許可品目 備考処理能力

三浦金属　株式会社 555-0001 大阪市西淀川区佃4-3-12 06-6471-1038

　　　三浦　秀一 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・ゴムくず

555-0001 大阪市西淀川区佃4-2-5 金属くず・ガラスくず

6620026168　　R07.08.24 555-0001 大阪市西淀川区佃4-3-15

三井住建道路　株式会社 163-0415 東京都新宿区西新宿6-24-1 03-6258-1523

　　　蓮井　肇 がれき類 破　　砕 500t/日

6620005787　　R05.03.23 555-0042 大阪市西淀川区西島1-1-1 06-6477-2870（淀川アスコン内）

ミナミ金属　株式会社 920-0377 石川県金沢市打木町東1426 076-269-1800

　　　岡村　昇

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・金属くず 破砕・切断 4.4t/日

6620035690　　R04.12.21 555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-45 06-6472-0111 ガラスくず・がれき類

株式会社　ミヤギ 551-0023 大阪市大正区鶴町5-5-8 06-6553-8225 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　宮城　康 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 7.9m
3
/日

6620113068　　R07.01.05 551-0023 大阪市大正区鶴町5-5-4 ガラスくず

宮坂産業　株式会社 531-0072 大阪市北区豊崎1-11-25 06-6371-2787

　　　宮坂　竜司 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず 破砕・切断 16.4t/日

6620015965　　R08.02.01 551-0021 大阪市大正区南恩加島5-8-88

宮本　昌和　　（宮本環境処理センター） 547-0001 大阪市平野区加美北1-17-18 06-6758-0348 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 80m3/日

6620033212　　R07.12.27 547-0001 大阪市平野区加美北2-3-20 06-6757-3128 ガラスくず・がれき類

株式会社　ムトウ 554-0022 大阪市此花区春日出中2-1-2 06-6461-7149 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　武藤　裕行 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 11.3m3/日

ガラスくず

6620003799　　R05.02.28 554-0052 大阪市此花区常吉2-11-11 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る） 減容固化 0.4t/日

木材開発　株式会社 559-0024 大阪市住之江区新北島3-6-45 06-6685-6222

　　　谷　正剛 紙くず・木くず 破　　砕 360t/日

6620003319　　R10.06.30 559-0026 大阪市住之江区平林北2-6-50

山田衛生　株式会社 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋3-2-10 06-6641-3818 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　森田　直子 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 13.6m3/日

ガラスくず

がれき類 破　　砕 4.4t/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず・金属くず 選別 455㎥/日

6620153524　　R08.06.07 559-0022 大阪市住之江区緑木2-4-20 06-6686-9000 ガラスくず・がれき類

株式会社　ヨコタ商店 551-0021 大阪市大正区南恩加島5-7-105 06-6552-4834 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　根木　淳成 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 12.3m3/日

ガラスくず

6620039766     R07.11.24 がれき類 破砕 78.4ｔ/日

株式会社　吉本商店 555-0041 大阪市西淀川区中島2-13-65 06-6471-0179 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　吉本　重浩 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断 45m3/日

6620013498　　R06.12.20 090-2040-1697 ガラスくず・がれき類

株式会社　ラサプロテクト 551-0012 大阪市大正区船町1-3-80 06-6552-1551 廃酸 塩化鉄化 46ｔ/日 再利用できるものに限る

　　　浮邊　宏 ①4.4m3/日

6620098345　　R09.09.16 ②60m3/日

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

破　　砕

95t/日

圧　縮

切　断

脱　　水

同            上

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類･木くず・金属くず・ガラスくず

同            上

同            上

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る）

汚泥

減容固化

9.6t/日

0.095t/日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、ｺﾞﾑくず、ｶﾞﾗｽくずについて
は、再生利用を目的とした金属くずに付
着しているものに限る

○

279t/日



名称（屋号） 〒 本社所在地 中間処理

代表者名 最終処分

許可番号・許可期限 中間処理施設・処分場の所在地 の方法
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株式会社　ランテック 536-0007 大阪市城東区成育2-7-2 06-6930-3065

　　　岡　浩二 がれき類 破　　砕 94.6t/日 

6620023810　　R05.03.11 552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4

株式会社　 リサイクル松栄 555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-63 06-6474-3081 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・木くず

　　　松尾　美香 ゴムくず・金属くず・ガラスくず

555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-35 鉱さい・がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・金属くず・ガラスくず

6620007177　　R05.08.16 555-0041 大阪市西淀川区中島2-2-33,58 紙くず・ガラスくず 破　　砕   10m
3
/日 廃石膏ボードに限る

株式会社　レックスSR 566-0042 大阪府摂津市東別府3-7-2 06-6349-3830 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　塩見　賴彦 繊維くず・ゴムくず・金属くず 選　　別   213m3/日

ガラスくず・がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

繊維くず・ゴムくず

6620032563　　R08.09.01 554-0033 大阪市此花区北港2-1-67 06-6225-8300 ガラスくず・がれき類 破　　砕 9.6t/日

株式会社　ワーク・トゥーワン 557-0063 大阪市西成区南津守5-4-56 06-4398-2700 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類・紙くず・木くず

　　　阪井　英樹 繊維くず・ゴムくず・金属くず 破砕・切断   15.4m3/日

6620079600　　R09.07.21 ガラスくず・がれき類

○

○

○

○

減容固化 10.1t/日

破砕・切断 4.8ｔ/日

破　　砕 900t/日

同            上


