
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

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

6670031401     R05.08.04

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(Cd,Pb,As)

　　　浜野　廣美 廃酸(Cd,Pb,As)

廃アルカリ(Cd,Pb,As)

6670004668     R04.06.30 559-0032 大阪市住之江区南港南1-2-121 06-6654-3300

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 感染性産業廃棄物 溶　　融

6670002736 　 R04.06.30 555-0042 大阪市西淀川区西島1-2-133

株式会社　近畿化研 538-0037 大阪市鶴見区焼野3-2-25 06-6913-0789

　　　稲田　孝夫　　　　　　 廃油（廃溶剤に限る） 蒸　　留  4.8m3/日

6670003325    R05.06.02

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 廃酸（pH）・廃アルカリ（pH） 中　　和  36m3/日

6670127104　　R08.09.27

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 燃え殻・汚泥・鉱さい・ばいじん ①　109ｔ/日 ①については燃え殻・鉱さい・ばいじん

　　　杉田　光範 （以上 Hg,Cd,Pb,Cr6+,As,Se） ②　4.4t/日 ②については汚泥の処理能力

燃え殻・汚泥・ばいじん

(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類を含むことのみにより

6670146658　　R06.02.08  有害なものに限る)

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（有害を除く）

　　　岩田　圭一 廃酸（pH) 焼　　却

6670003201    R05.06.30 554-0022 大阪市此花区春日出中3-1-98 廃アルカリ（pH）

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（有機塩素系,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

　　　吉村　太郎 廃油（引火性,有機塩素系,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 焼　　却 61t/日

6670004658    R04.06.30 06-6913-5156 廃酸（pH）・廃アルカリ（pH）

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（有機塩素系,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

　　　渡部　敏弘 廃油（引火性,有機塩素系,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 焼　　却 12.8t/日

廃酸（pH）・廃アルカリ（pH）

6670002970    R04.05.23 559-0025 大阪市住之江区平林南1-6-47 廃酸（pH）・廃アルカリ（pH） 中　　和   44.8m3/日

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 廃酸（pH）・廃アルカリ（pH） 中　　和  4m3/日

6670004399　  R05.08.31

中間貯蔵・環境安全事業　株式会社 105-0014 東京都港区芝1-7-17 03-5765-1911 16t/日 解体前洗浄装置

　　　小林　正明 1.5t/日 洗浄装置

554-0041 大阪市此花区北港白津2-4-13　　① 06-6468-0575 分　　離 5.6ｔ/日

廃ポリ塩化ビフェニル等

6670114381    R08.08.30 554-0041 大阪市此花区北港白津2-3-35　　② ポリ塩化ビフェニル処理物

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（有害を除く） 油水分離   3.6m3/日

6670005518    R05.08.11 555-0001 大阪市西淀川区佃6-2-31

同            上

794m3/日

   ①  40m3/日
  ②   98t/日

同            上

52.3t/日

同            上

同　　　　　上

同            上

無 害 化

794m3/日

同            上

分　　解

電子マニフェスト
加入の有無

中　　和

①については廃油
②については廃酸・廃ｱﾙｶﾘの処理能力

洗　　浄

コンクリート
固化

○

○

○

○

○

○

－

○

ポリ塩化ビフェニル汚染物

ポリ塩化ビフェニル処理物

2.0t/日

電話番号
（上段は代表番号
下段はお問い合わ

せ先番号）

備考処理能力許可品目

廃酸（pH）・廃アルカリ（pH）

廃酸(Pb)

中　　和廃酸（pH）

無害化

○

○

○

無 害 化

ポリ塩化ビフェニル分解量

廃バッテリーに含まれる廃硫酸に限る

①については燃え殻・ばいじん
②については汚泥の処理能力

①　109ｔ/日
②　4.4t/日

○

  49m3/日

  49m3/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）

備考処理能力許可品目

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

6670000687    R09.06.22 538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮3-1-7 06-6881-0201

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

　　　増田　耕一 廃アルカリ（pH） 中　　和   1.1m3/日

6670056039    R06.09.07 555-0041 大阪市西淀川区中島2-9-141 06-6478-5021

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 汚泥（有機塩素系,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,有機ﾘﾝ,

　　　小松　稔明 ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ）  

廃油（引火性,有機塩素系,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ, ①については汚泥

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ） ②については廃油・廃酸

廃酸・廃アルカリ（pH,有機塩素系,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ, 　廃アルカリの焼却能力

有機ﾘﾝ,ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ,ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ,

6670001169    R10.02.23 557-0062 大阪市西成区津守3-8-6 06-6651-0121 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ）

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

　　　岩間　和義

6670130546　　R08.10.29 廃アルカリ（pH） 中　　和 11m3/日

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

　　　浮邊　宏

硫酸鉄化 5ｔ/日

6670098345　　R04.09.16

同            上

同            上

廃酸（pH）・廃アルカリ（pH）

38m3/日

35m3/日

亜酸化銅
原料化

①   60ｔ/日
②  67.2ｔ/日

○

廃酸（pH、銅を含有するものに限る。）

焼　　却

廃酸（pH、鉄を含有し再生利用できるもの
に限る。）

塩化鉄化
（電析除去）

廃酸（特定有害産業廃棄物であるものを
除き、再利用できるものに限る）

廃酸（鉛又はその化合物を含むことのみ
により有害なもので、再利用できるものに
限る）

○

10ｔ/日

○

○

○

廃アルカリ蓄電池に含まれる
ものに限る

塩化鉄化 46ｔ/日

ポリ硫酸
第二鉄化

中　　和  45m3/日


