廃発炎筒廃棄管理伝票
（約款付）

※複写のため、ボールペンでしっかりと書いてください。
※この管理伝票は、５年間保管してください。



別表１
運搬の最終目的（指定引取場所を兼ねる処分施設）の名称、所在地、代表者の氏名
名称

所在地

株式会社北海道エコシス

株式会社キヨスミ産研

日曹金属化学株式会社

群桐エコロ株式会社

処分方法

代表者の氏名

北海道帯広市西 20 条北５丁目３番６

代表取締役

山形県山形市鋳物町３番地

鍛冶

代表取締役

福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字溜水 1372 番地

鈴木

代表取締役

群馬県太田市新田大町 600 番 26

彰男

正明

菊地

代表取締役

焼却

焼却処分

青木環境事業株式会社

代表取締役

神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目８番２、10 番４、10 番６
以上３筆

※３

JX 金属三日市リサイクル株式会社

松坂

10.08 ｔ／日（24 時間）

廃プラスチック類

6.336 ｔ／日（24 時間）

金属くず

14.18 ｔ／日（24 時間）

廃プラスチック類

30 ｔ／日（24 時間）

汚泥

29㎥／日（24 時間）
70 ｔ／日（24 時間）

還元焙焼・焼却

汚泥
廃プラスチック類
金属くず

100 ｔ／日（24 時間）

還元焙焼・焼却

汚泥
廃プラスチック類
金属くず

60 ｔ／日（24 時間）

焼却溶融

汚泥
廃プラスチック類
金属くず

博

東京都品川区八潮三丁目２番 11 号
株式会社シンシア

処理能力

汚泥

金属くず

昭彦

山口

施設の処理能力
廃棄物の種類

幸洋

46 ｔ／ 24 ｈ
53 ｔ／ 24 ｈ
132.0 ｔ／ 24 時間

焼却

汚泥
廃プラスチック類
金属くず

142 ｔ／日（71 ｔ／日×２炉）

焼却

汚泥
廃プラスチック類
金属くず

186 ｔ／日

焼却

汚泥
廃プラスチック類
金属くず

186 ｔ／日

新潟県新潟市北区島見町字一ツ潟 3268 番 14、3268 番 15、
島見町字長潟 2590 番 15、2590 番 16、太郎代字長潟 1634 番６、1634 番７、
太郎代字山小屋 1572 番 17（以上７筆）

代表取締役

青木

俊和

焼却

富山県黒部市天神新８番地

代表取締役

森明

秀行

焼却

汚泥

56.4㎥／日

廃プラスチック類

33.6 ｔ／日

汚泥

51.1㎥／日（24 時間）

廃プラスチック類

32.3 ｔ／日（24 時間）

金属くず

46.2 ｔ／日（24 時間）

汚泥
株式会社富山環境整備

丸徳商事有限会社

加山興業株式会社

富山県富山市婦中町吉谷字殿山 2-21

他４筆

静岡県静岡市清水区宍原字大内沢 2353 番１

代表取締役

外１筆

愛知県豊川市南千両二丁目１番

代表取締役

松浦

代表取締役

岩間

加山

英樹

焼却

森

汚泥

6.5㎥／日（24 時間）

廃プラスチック類

16.46 ｔ／日（24 時間）

金属くず

19.51 ｔ／日（24 時間）

汚泥

9.72㎥／日

順一郎

焼却

廃プラスチック類

3.2 ｔ／日

光廣

山口県山陽小野田市大字小野田字港 6289 番 161

株式会社京都環境保全公社

京都府京都市伏見区横大路千両松町 126 番地

代表取締役

檀野

140 ｔ／日

焼却

焼却溶融
代表取締役

69 ｔ／日

金属くず
雄一

愛知県海部郡飛鳥村大字新政成字未之切 809 番の１
共栄製鋼株式会社

78㎥／日

廃プラスチック類

金属くず

４ｔ／日

汚泥
廃プラスチック類
金属くず

1.68 ｔ／日

焼却・溶融

汚泥

59㎥／日（24 時間）

廃プラスチック類
金属くず

90 ｔ／日（24 時間）

汚泥

18㎥／日

焼却

廃プラスチック類

100 ｔ／日

金属くず

62 ｔ／日

恭介

汚泥
焼却・溶融
ツネイシカムテックス株式会社

広島県福山市箕沖町 107-5

代表取締役

曽我

廃プラスチック類

170 ｔ／日

金属くず

友成

汚泥
焼却・溶融

廃プラスチック類

170 ｔ／日

金属くず
三光株式会社

鳥取県境港市潮見町１番地

代表取締役

三輪

陽通

焼却

汚泥

69 ｔ／日（24 時間）

廃プラスチック類

30 ｔ／日（24 時間）

金属くず

別表 2
名称
株式会社エコス米沢
株式会社あいづダストセンター
株式会社クリーンテック
仙台環境開発株式会社
向洋産業株式会社
新井総合施設株式会社
かながわ環境整備センター

所在地

方法

山形県米沢市大字簗沢字中山南 7028 番地１、7030 番 20

埋立

福島県河沼郡柳津町大字藤字鶴ヶ峯 4330 番 23、4330 番 40、4330 番 43、4330 番 51、4330 番 52、4330 番 53、外山口 4181 番１、4181 番２、4187 番１

埋立

福島県福島市飯坂町中野字赤落 27 番

外

埋立

宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木 457-1 外 15 筆
茨城県北茨城市関南町神岡下字金ヶ峰 2700 番２

他２筆

埋立
埋立

千葉県君津市怒田字花立 643 番１

埋立

神奈川県横須賀市芦名３丁目 1990 番地外

埋立
埋立

ダイユウ技研土木株式会社

広島県呉市下蒲刈町下島字下黒島
埋立

渡辺産業株式会社

栃木県日光市町谷 1773 番１、1773 番３、1774 番１、1774 番６、1734 番６

固形化

公益財団法人新潟県環境保全事業団

新潟県三島郡出雲崎町大字稲川字池ノ尻 884 番外 43 筆

埋立

財団法人愛知臨海環境整備センター

愛知県知多郡武豊町字旭１番及び一号地 17 番２の地先公有水面

埋立

愛知県瀬戸市余床町 380 番地

埋立

京都府船井郡京丹波町猪鼻冠石１番１ほか 34 筆

埋立

クリーン開発株式会社
株式会社京都環境保全公社
株式会社環境保全センター
大栄環境株式会社
三山クリーン株式会社
メルテック株式会社
有限会社簗館クリーンセンター

兵庫県神戸市西区神出町東字座頭谷 458 番地

他 30 筆

兵庫県三木市口吉川町槙字

埋立
埋立

埋立処分地面積：116,397㎡
埋立容量：3,210,708㎥
埋立面積：30,195㎡
埋立容量：468,400㎥
埋立面積：87,840㎡
埋立容量：2,003,460㎥
埋立面積：47,000㎡
産業廃棄物埋立量：544,000㎥
埋立面積：133,393㎡
埋立容量：2,329,025㎥
埋立面積：71,914㎡
埋立容量：2,359,623㎥
210.4㎥／日
埋立地の面積：97,000㎡
埋立容量：1,605,800㎥
埋立地の面積：388,132.80㎡
埋立容量：4,566,055㎥
埋立地の面積：97,137㎡
埋立容量：3,164,302㎥
埋立面積：90,000㎡
埋立容量：1,236,000㎥
埋立容量：1,197,677㎥
面積：84,894㎡
埋立面積：87,600㎡
埋立容量：2,618,898㎥
埋立面積：16,768㎡

埋立
溶融固化

110.76 ｔ／日（24 時間）
257.8 ｔ／日（10 時間稼働）

造粒固化
埋立

北海道中川郡豊頃町安骨 389 番地、390 番地１、391 番地１、392 番地

埋立

株式会社キヨスミ産研

山形県東村山郡中山町大字土橋字鬼ヶ沢 1167-1 他 24 筆

埋立

株式会社富山環境整備

富山県富山市婦中町吉谷字大谷 1005-24 他 206 筆

埋立

丸徳商事有限会社

埋立容量：739,000㎥
埋立容量：752,608.95㎥

栃木県小山市大字梁 2333 番地 29
宮城県栗原市高清水中の沢 25 番１

株式会社北海道エコシス

埋立地面積：50,912㎡
埋立処分地面積：74,800㎡

福島県いわき市常磐藤原町湯ノ岳２番 66、36 番１、36 番４、36 番５、斑堂 135 番３、136 番３、兎沢１番１

福島県いわき市内郷宮町町田 101 番１外 20 筆

ひめゆり総業株式会社

処理能力
埋立面積：31,680㎡
埋立容量：245,475㎥

静岡県清水区宍原字大内沢 1819 番１

埋立

埋立容量：239,964㎥

埋立面積：44,487㎡
埋立容量：658,448㎥
面積：20,541㎡
容積：109,545㎥
埋立面積：27,986㎡
埋立容量：351,084㎥
面積：231,300㎡
容積：8,973,520㎥
埋立地面積：6,402㎡
埋立地容量：58,800㎥
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甲（委託者）発炎筒処理再資源化委託事業者
乙１（受託者）日本カーリット株式会社
乙２（受託者）国際化工株式会社
第１条（本約款の目的）
本約款は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、
「廃掃法」という。）に基づき、甲が廃棄する発炎筒（ピック無し発炎筒の場合の廃棄物の種類：廃
プラスチック類、汚泥。ピック付き発炎筒の場合の廃棄物の種類：廃プラスチック類、汚泥、金属くず。以下、
「廃発炎筒」という。）を乙１及び乙２（以下「乙ら」
とする。
）が処理再資源化することに関し定める。
第２条（法の遵守）
１．甲及び乙らは、処理業務の遂行にあたって廃掃法及び一般法令上の規定を遵守する。
２．本約款に定めのない事項及び本約款の解釈において疑義が生じた事項については、甲及び乙らは誠意をもって協議し、これを解決する。
第３条（委託及び受託）
１．甲は、乙らに対し、乙らが定める廃棄専用箱（ひと箱当たりの最大収納本数：100本。以下、
「廃棄専用箱」という。）に納められた廃発炎筒の処理再資源
化業務（以下、
「本業務」という。）を委託し、乙らはこれを受託する。
２．前項の委託される本業務は、以下のいずれかの内容とする。
（１）収集・運搬業務及び処分業務（以下、
「業務区分１」とする。
）
乙らは、廃発炎筒を本約款別表１の運搬の最終目的地の所在地まで適正に運搬し、同地の処分施設において別表１の方法により適正に処分する。
（２）処分業務（以下、
「業務区分２」とする。
）
乙らは、廃発炎筒を本約款別表１又は２の処分施設において別表１又は２の方法により適正に処分する。
第４条（事前申込及び荷姿の確認義務）
１．甲は、乙らに対し、予め廃発炎筒の処理再資源化申込を行い、排出者コードを付与しなければならない。
２．甲は、前条に定める委託を行うに際し、廃発炎筒を、乙らが指定する状態で廃棄専用箱に適正に収納しなければならない。
３．甲が前２項を順守しない場合、乙らは廃発炎筒の引取りを拒否することができる。
第５条（本約款の効力発生時期）
本約款は、甲が本約款裏面の「廃発炎筒廃棄管理伝票」
（以下、
「管理伝票」という。）に署名し、業務区分１については甲が乙らの指定する収集運搬業者
に廃棄専用箱を引き渡した時点、業務区分２については甲が乙らの指定する引取場所（以下、
「指定引取場所」という。）に廃棄専用箱を持ち込んだ時点で効
力が発生するものとする。
第６条（認定証の写し）
乙らは、廃掃法で認定された広域認定事業者であることを示すため、広域認定事業者の認定証の写しを本約款が綴じ込まれる管理伝票に添付するとともに、
乙ら及び日本保安炎筒工業会（以下、
「工業会」という。）のホームページに掲載する。なお、乙らは認定証に変更が生じた場合、ホームページ上にて、変更が
生じたことを知らせた上、最新の認定証を掲載し、管理伝票にも最新の認定証を添付するものとする。
第７条（責任範囲）
１．乙らの責任範囲は、次のとおりとする。
（１）業務区分１（収集・運搬、処分）の場合は、甲から委託された廃棄物を、積み込み作業開始時から、処分の完了時まで、法令に基づき適正に収集・
運搬し、処理する。
（２）業務区分２（処分）の場合は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了時まで、法令に基づき適正に処理する。
２．乙らが、前項のいずれかの業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙らはその損害を
賠償し、甲に負担させない。
３．乙らが、第１項のいずれかの業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合、甲の指図又は廃棄方法（甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状
等が乙らの規定を満たさなかった場合を含む）に原因があるときは、甲において賠償し、乙らに負担させない。
第８条（再委託）
甲は、乙らが、別表１又は２の「名称」欄に記載された各第三者に対し、本業務を再委託することに関して同意し、乙らは、これらの第三者以外に対し本業
務を再委託してはならない。
第９条（義務の譲渡等）
乙らは、本約款上の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第10条（運搬の最終目的地等）
１．業務区分１の運搬の最終目的地（指定引取場所を兼ねる処分施設）の名称、所在地、処分の方法及び施設の処理能力は別表１のとおり、業務区分１及
び業務区分２の最終処分の場所（処分施設）の名称、の所在地、処分の方法及び施設の処理能力は別表２のとおりであり、乙らは、別表１及び２を乙ら及
び工業会のホームページに掲載する。なお、乙らは、別表１又は２に変更が生じた場合、ホームページ上にて変更が生じたことを知らせた上、最新の別表
を掲載し、本約款にも最新の別表を添付するものとする。
２．甲は、前項記載の事項について、乙らに問い合わせることができる。
第11条（委託業務終了確認）
乙らは、本業務終了について、管理伝票に付与された管理票番号をもって甲に知らせるものとする。
第12条（処理費用）
収集運搬に係る費用について、甲は、一箱あたり1200円を乙らに事前に支払う。
第13条（契約解除）
１．甲は、本約款の効力発生後、運搬の最終目的地に到着する前に、運搬中の事故、自然災害等の何らかの特別な事情が生じた場合を除き、本約款に基づ
く委託を解除することはできない。
２．前項記載の特別な事情のうち、運搬中の事故により委託が解除された場合で、第４条第２項の甲の義務違反等、当該事故の原因が甲にある場合、乙らは、
甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙らのもとにある未処理の廃発炎筒を、甲の費用をもって引き取ることを請求し、または、乙
らの費用負担をもって甲の事業場に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
３．第１項記載の特別な事情のうち、運搬中の事故により委託が解除された場合で、当該事故の原因が乙らにある場合、乙らは、解除後も、未処理の廃発炎
筒の収集運搬及び処分を乙らの費用で実行するものとする（この場合、乙らは本約款に基づく受託者の責任を免れないものとする。）。但し、甲及び乙らが
協議のうえ、甲が法定の許可を有する別の業者と契約を締結し、未処理の廃発炎筒の収集運搬及び処分を委託することができるものとする。その場合の
費用は乙らが負担するものとする。
４．第１項記載の特別な事情のうち、運搬中の事故以外の自然災害等により委託が解除された場合には、甲乙ら協議の上、安全と考えられる最善の方法で廃
発炎筒を処理することとし、その処理のために第12条に定める費用を超過する支出が生じたときは、甲は、第12条に基づく支払いを行うほか、超過分の費
用を乙らと折半にて負担するものとする。
第14条（協議）
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度、甲乙らが誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
第15条（約款の保管）
甲は、廃掃法の定めに基づき、本約款を５年間保存しなければならない。
第16条（有効期間）
本約款は、第５条に基づく効力発生時から180日間を有効期間とする。
以

上

制定2012年10月１日 改定2019年５月14日
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５．認定を受けた者及びその委託を受けて当該認定に係る処理
を行う者の氏名又は名称等及び事業の内容
（１）認定を受けた者
１

２

氏名又は名称

日本カーリット株式会社

国際化工株式会社

２

３
４

５

氏名又は名称

磐梯産業株式会社

株式会社シンシア

株式会社エスアール

株式会社エコ・トーク
三光株式会社

６

北海道西濃運輸株式会社

８

有限会社マコト運輸工業

７

９

10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

31

32

33

大平

秀雄（大平急便社）

株式会社遠別急行運送
有限会社おさ

有限会社新東運輸
池田

守（池田急便運送）

代表者の氏名

住所

代表取締役 坂田 貞二 東京都中央区京橋一丁目 17 番 10 号

代表取締役 長谷川 文雄 東京都千代田区九段北一丁目 12 番４号

東勝物流株式会社
株式会社チスイ
株式会社環商事

江差運送株式会社

富良野小型運送株式会社

株式会社エンドレス・テック
赤帽青森県軽自動車運送協同組合

有限会社まるた急行運送
株式会社丸祐運送
有限会社弘西運輸
有限会社桜庭運送
有限会社弘前貨物
丸憲運輸有限会社

有限会社青森さくら運送
株式会社丸元運輸

三八五流通株式会社

青森定期自動車株式会社

36

ヨコウン株式会社

38
39

40
41

有限会社厨川運送

三陸貨物株式会社

東北三八五流通株式会社

赤帽宮城県軽自動車運送協同組合
株式会社リンカイ物流
マルトミ運輸株式会社

42

有限会社西川運送

44

有限会社日本軽貨物庄内

43

45
46
47
48

49

50
51
52
53

54
55

阿部運送株式会社

郡山運送株式会社
有限会社内山急送
丸善運輸株式会社
株式会社ジャス

有限会社小林物流

川合運輸株式会社

有限会社サトー運送店
株式会社こばうん

有限会社佐々木運輸
平和流通株式会社
有限会社田崎運送

56

有限会社冨山運送

58

小口

57
59
60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70

71

72
73
74
75

76

代表取締役 渋谷 英明
代表取締役 吉田 徳保
代表取締役 三輪 陽通
代表取締役 岡田 宗司
−

代表取締役 関 壽也
代表取締役 渡部 博文

代表取締役 長 勇介
代表取締役 松田 祐二
−

代表取締役 伊藤 功一郎

東北西濃運輸株式会社

37

代表取締役 松坂 幸洋

株式会社シズナイロゴス

34

35

代表者の氏名

代表取締役 渡部 仁

代表取締役 小山 千代子

西濃北海道エキスプレス株式会社

株式会社川村運送店

眞二（コグチ商事）

有限会社東運輸

興進運輸有限会社

株式会社 K.U コーポレーション
株式会社 NITTA エキスプレス
萱田運送有限会社

株式会社久留生商事運輸
京運商事株式会社

株式会社鹿沼梱包運輸

芳賀通運株式会社

プリヴェ運輸株式会社
関東西濃運輸株式会社
吾妻通運株式会社

みやま運輸倉庫株式会社

株式会社ミツミ

中一陸運株式会社

株式会社森井運輸倉庫
ゑびすや運送株式会社
有限会社フレイト

住所

代表取締役 笠原 敏正

群馬県前橋市江田町 353 番地１

79

太鵬運輸有限会社

代表取締役 鈴木 篤

千葉県市原青柳２丁目６番 13 号

78

81

株式会社丸〆運送
有限会社洞爺運輸

代表者の氏名

ニットー運輸株式会社

80

（２）産業廃棄物の収集又は運搬に関し責任を有し行う者
１

氏名又は名称
77

代表取締役 木谷 和久
代表取締役 岡田 宗司

代表取締役 高薄 充
代表取締役 野原 善紀
代表取締役 古谷野 環
代表取締役 増田 吉伸
代表取締役 上窪 敏宏
代表取締役 西村 宏一
理事長

松橋

弘徳

代表取締役 篠原 益子
代表取締役 田澤 祐司
代表取締役 三上 恵一
代表取締役 奈良 宏幸

代表取締役 佐藤 豊
代表取締役 原田 憲一
代表取締役 齋藤 春男
代表取締役 工藤 元義

代表取締役 泉山 元
代表取締役 齋藤 貞子

代表取締役 阿部 進太郎
代表取締役 野田 一丸
代表取締役 塩田 充弘

代表取締役 菅 雅之
代表取締役 高橋 信夫

代表理事 新田 誠喜
代表取締役 菊田 菊夫

代表取締役 富樫 ゆき子
代表取締役 安孫子 真壽美

代表取締役 阿部 秀記
代表取締役 後藤 正人

代表取締役 永山 忍
代表取締役 内山 達夫
代表取締役 小野 光郎
代表取締役 佐藤 美通
代表取締役 小林 直司
代表取締役 川合 幸治
代表取締役 海村 栄治
代表取締役 齋藤 陽一

代表取締役 佐々木 定雄
代表取締役 大杉 惠子
代表取締役 手塚 浩美
代表取締役 冨山 静司
代表取締役 岡村 直樹
−

代表取締役 飛田 和宏
代表取締役 飛田 康紀
代表取締役 小室 光由
代表取締役 須藤 秀文
代表取締役 萱田 忠男

代表取締役 久留生 正人
代表取締役 田村 大介
代表取締役 臼井 邦彦
代表取締役 塚本 貴士
代表取締役 上田 敏夫
代表取締役 羽鳥 義雄
代表取締役 岩田 孝光

代表取締役 平野 理恵子
代表取締役 小林 正和

代表取締役 中川 一
代表取締役 森井 トシエ
代表取締役 大津 和久

代表取締役 吉田 修

住所

福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字大持石 1348 番地
東京都品川区南大井六丁目 26 番３号
神奈川県厚木市上依知 1260 番地１

愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目 13 番 18 号
鳥取県境港市昭和町５番地 17

北海道札幌市西区発寒 15 条 14 丁目４番１号
北海道釧路市阿寒町中央１丁目１番 27 号

北海道釧路市星が浦大通二丁目１番２号

北海道天塩郡遠別町字本町６丁目２番１号
北海道名寄市字徳田 274 番地

北海道根室市月岡町２丁目 71 番１号
北海道函館市中道１丁目 23 番 12 号

北海道旭川市東鷹栖四線 10 丁目６番１号
北海道虻田郡洞爺湖町大原 221 番４

北海道札幌市白石区流通センター７丁目８番 21 号
北海道石狩市新港西１丁目 703 番６号

北海道帯広市西 20 条南１丁目 14 番地
北海道稚内市新港１番地２

北海道美唄市東６条北５丁目３番１号

北海道檜山郡江差町字陣屋町 153 番地の４
北海道富良野市花園町１番６号

北海道北斗市追分３丁目２番５号

青森県青森市大字古舘大柳 84 番地２

青森県十和田市大字伝法寺字大窪１番地２
青森県弘前市高田３丁目６番 11 号

青森県弘前市大字小沢字大開 45 番地 55
青森県弘前市大字金属町５番地２

青森県弘前市大字末広２丁目１番地１
青森県上北郡東北町字乙供山 21 番地

青森県青森市大字馬屋尻字清水流 42 番地１
青森県青森市大字幸畑字阿部野 166 番地８

青森県八戸市大字長苗代字上中坪 35 番地１号
青森県青森市大字荒川字成瀬 14 番地６

岩手県盛岡市流通センター北１丁目 22 番地

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南４丁目４番 17 号
秋田県横手市卸町８番 14 号

宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目４番 51 号
宮城県仙台市宮城野区岡田西町 11 番地 10

宮城県仙台市宮城野区仙台港北一丁目１番地の 15
宮城県仙台市宮城野区中野字四反田６番地 12
山形県天童市大字荒谷 1973 番地 102 の２

山形県西村山郡西川町大字睦合字滝ノ前甲 405 番地２
山形県酒田市飛鳥字大道端 239 番地１
山形県酒田市広野字榎橋 43 番地５

福島県郡山市喜久田町２丁目 32 番１号
福島県須賀川市並木町 11 番地６

福島県福島市下鳥渡字新町 13 番地１

福島県会津若松市真宮新町北４丁目 34 番１号
福島県須賀川市大字滑川字十貫内２番地１
福島県須賀川市卸町 58 番

福島県須賀川市矢田野字藤原 128 番地
福島県白河市北真舟 25 番地２

福島県双葉郡双葉町大字鴻草字川原田 32 番地
福島県南相馬市原町区北原字赤坂 126 番地１
福島県福島市佐倉下字上谷地 60 番地１

茨城県常総市水海道本町 3447 番地の１
茨城県石岡市柏原１番地７

茨城県日立市南高野２丁目 14 番地１号
茨城県那珂市菅谷 2623 番地１

茨城県常陸太田市岩手町 749 番地

茨城県ひたちなか市佐和 852 番地の３
茨城県石岡市柿岡 3383 番地６

千葉県香取郡神崎町神崎本宿 2113 番地
栃木県那須塩原市二区町 341 番地 55

栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺 2343 番地の６
栃木県鹿沼市茂呂 401 番地５

栃木県真岡市鬼怒ケ丘８番地３

栃木県宇都宮市上欠町 1182 番地１
群馬県安中市板鼻 16 番地の１

群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町甲 629 番地３
群馬県佐波郡玉村町大字川井 36 番地３
群馬県前橋市粕川町込皆戸 380 番地２
群馬県伊勢崎市三室町 6201 番地９
群馬県伊勢崎市緑町６番地 25

群馬県吾妻郡高山村大字中山 1057 番地の１
群馬県佐波郡玉村町大字飯倉 235 番地

82

有限会社田村運送
有限会社石井商事
安房運輸株式会社

松戸ベビトラ有限会社

83

株式会社ロジックスライン

85

株式会社カネキチエンタープライズ

84
86
87
88
89
90

トミー輸送サービス株式会社
南総通運株式会社
株式会社東運輸

関東西部運輸株式会社
渡邉

忠義（豊船運輸）

94

福和運送有限会社

96

英和運輸倉庫株式会社

99

代表取締役 沢田 秀明

代表取締役 向山 日登志
代表取締役 片岡 洋樹
代表取締役 中村 隆則
代表取締役 飯田 眞一
代表取締役 田口 国昭
−

代表取締役 石井 良幸

株式会社丸和運輸機関

98

代表取締役 松沢 節雄

埼玉西濃運輸株式会社

93

97

代表取締役 石川 幸夫

理事長

株式会社橋本運送

95

代表取締役 石井 徳光

赤帽首都圏軽自動車運送協同組合

91

92

代表取締役 田村 元伸

渡辺運輸株式会社

武蔵貨物自動車株式会社
有限会社沼口運輸
有限会社須藤商運

100 有限会社ヤオキ梱包運輸
101 株式会社ミツミ

102 信濃運輸株式会社
103 株式会社東京急配

104 東京西濃運輸株式会社
105 株式会社石和

106 サンテックサービス株式会社

107 西濃東京エキスプレス株式会社
108 株式会社竹中興運

109 セイト物流株式会社
110 株式会社ハーツ

111 丸秀運送株式会社
112 丸武運輸株式会社
113 有限会社丸和運送
114 有限会社松澤運送
115 東神急送有限会社
116 東丸運輸株式会社

117 関東軽自動車運送協同組合

118 丸全運輸株式会社

119 弘済運輸株式会社

120 株式会社システムライン
121 長澤運送株式会社

122 株式会社共進エキスプレス
123 有限会社アンドサービス
124 有限会社大東運輸

125 東京ハダ運送有限会社

126 マチダトランスポート株式会社

127 有限会社エスデーサービス
128 有限会社アーヂェントサービス
129 丸重運輸株式会社
130 株式会社中伸運輸

131 斉藤梱包運輸有限会社
132 日の丸商運株式会社

133 セイノースーパーエクスプレス株式会社
134 有限会社久保田梱包運輸
135 株式会社ピーストランス

136 総合トランステック株式会社

137 有限会社エス・エイ・エル
138 神奈川西濃運輸株式会社

139 有限会社エクスプレス湘南

140 関東中央運輸倉庫株式会社
141 株式会社大三ロジテック

142 株式会社アクセス
143 信秀興業有限会社

144 クローバー運輸株式会社
145 株式会社三昭運輸

146 株式会社横浜流通サービス
147 フジコマネス株式会社
148 株式会社翔和サービス
149 有限会社多摩物流

150 有限会社水嶋企画
151 有限会社日興運輸

152 箱根登山貨物株式会社
153 相模陸運株式会社

154 株式会社三幸運送

155 有限会社川通梱包運輸
156 株式会社誠伸

157 鰍沢貨物自動車有限会社
158 山梨貨物自動車株式会社

159 富岳通運株式会社
160 田辺運輸株式会社
161 有限会社金井運送
162 株式会社小出産業

163 有限会社新潟たくみ運輸
164 東部運送株式会社

165 日本海運輸株式会社

本木

英朗

代表取締役 橋本 道徳
代表取締役 和佐見 勝
代表取締役 岩橋 良子

代表取締役 渡辺 海志郎
代表取締役 伊藤 英和

代表取締役 秋山 昇
代表取締役 沼口 豊
代表取締役 須藤 正一

代表取締役 柴田 浩
代表取締役 須崎 正男
代表取締役 油井 健一
代表取締役 宮口 稔弘
代表取締役 小林 幸雄
代表取締役 益丸 正蔵
代表取締役 佐藤 俊録
代表取締役 志村 雅之
代表取締役 竹中 康浩
代表取締役 倉橋 忠利
代表取締役 山口 裕昌
代表取締役 猪又 秀雄
代表取締役 斉藤 恵三
代表取締役 寅谷 和男
代表取締役 松澤 好則

代表取締役 松尾 明
代表取締役 杉浦 幸宏
理事長

小関

武雄

代表取締役 小倉 令子
代表取締役 矢崎 敏央
代表取締役 綱島 勝美
代表取締役 長澤 康成
代表取締役 小林 信之

代表取締役 佐藤 弥重子
代表取締役 齋藤 ミヨ
代表取締役 羽田 正三
代表取締役 加藤 政樹
代表取締役 佐藤 義昭
代表取締役 青木 久夫
代表取締役 中嶋 恵一

代表取締役 滝 捷夫
代表取締役 斉藤 恒司

代表取締役 吉田 滋
代表取締役 松原 茂範
代表取締役 久保田 守
代表取締役 平野 和幸

代表取締役 小森谷 英紀

代表取締役 瀬戸 崇
代表取締役 今城 典久

代表取締役 大井 浩
代表取締役 渡邉 尭
代表取締役 有賀 宏一
代表取締役 永嶋 孝男
代表取締役 沼澤 信吉
代表取締役 田尾 嘉夫
代表取締役 渡邉 一三
代表取締役 村岡 伸男
代表取締役 河村 貞昭
代表取締役 岡庭 伸一
代表取締役 山崎 留雄

代表取締役 水嶋 聡
代表取締役 林 常雄
代表取締役 高島 幸子
代表取締役 中原 正人
代表取締役 飯田 高史
代表取締役 小沢 考司
代表取締役 上原 武生
代表取締役 小池 厚一

代表取締役 石澤 啓一郎
代表取締役 浅沼 克秀
代表取締役 松澤 英夫
代表取締役 金井 俊英
代表取締役 小出 辰一
代表取締役 小柴 隆義
代表取締役 川崎 敬文
代表取締役 徳重 雅一

群馬県北群馬郡榛東村大字山子田 1823 番地
千葉県柏市船戸 2105 番地
千葉県君津市中島 410

千葉県松戸市上本郷 2719 番地の３

千葉県成田市本三里塚 1001 番 501

千葉県千葉市中央区蘇我町二丁目 966 番 41
千葉県長生郡白子町中里 539 番地１
千葉県東金市東金 582 番地

千葉県野田市野田 355 番地の３

千葉県野田市木野崎 1787 番地 58
千葉県白井市神々廻 1361 番地３

東京都台東区浅草橋三丁目８番５号

埼玉県川口市北原台２丁目 21 番 16 号

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根 1918 番地１
埼玉県吉川市あさひ桃太郎１丁目１番１号
埼玉県志木市下宗岡３丁目 12 番２号

埼玉県入間郡三芳町竹間沢東 12 番地９号
埼玉県新座市東北２丁目 14 番 23 号
埼玉県川越市仲町３番地 13

埼玉県川口市戸塚南五丁目２番 30 号
埼玉県川口市朝日３丁目９番 10 号
埼玉県秩父市大字小柱 630 番地

東京都東村山市美住町一丁目 19 番地１
埼玉県越谷市東町三丁目 128 番１号

東京都小平市天神町一丁目 76 番１号

東京都荒川区西日暮里２丁目 56 番５号
東京都足立区南花畑１丁目 13 番９号

東京都板橋区赤塚新町１丁目３番３号
東京都板橋区富士見町４番地８

東京都葛飾区高砂６丁目 13 番 14 号

東京都品川区南大井三丁目 28 番 11 号
東京都品川区南大井五丁目 12 番３号

東京都世田谷区三軒茶屋１丁目 20 番６号
東京都世田谷区瀬田１丁目 22 番 21 号
東京都世田谷区弦巻１丁目 40 番５号

東京都調布市西つつじケ丘一丁目５番地９
東京都江戸川区南葛西四丁目２番 18 号
東京都江戸川区臨海町４丁目２番２号

東京都新宿区高田馬場１丁目 30 番 14 号

東京都世田谷区三軒茶屋２丁目 34 番１号
東京都足立区東伊興２丁目１番 22 号
東京都足立区花畑１丁目３番５号

東京都足立区花畑六丁目 15 番１号

東京都大田区羽田１丁目 18 番 11 号
東京都大田区山王１丁目 11 番 14 号

東京都大田区大森北３丁目 37 番６号
東京都大田区南六郷１丁目 34 番６号
東京都町田市旭町２丁目 13 番地６号

東京都八王子市散田町３丁目 22 番 15 号
東京都八王子市川口町 1178 番地 15

東京都武蔵村山市学園５丁目 12 番地２
埼玉県入間市上藤沢 563-27

東京都練馬区高松６丁目 31 番 14 号

東京都世田谷区桜新町２丁目 11 番 12 号
東京都江東区辰巳３丁目 10 番 23 号

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 505 番地２

神奈川県川崎市川崎区塩浜１丁目 10 番３号
神奈川県座間市栗原 871 番地１

神奈川県藤沢市遠藤 2022 番地 18

神奈川県横浜市金沢区幸浦２丁目 10 番地１号
神奈川県横須賀市武１丁目 12 番５号

神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目 21 番３号
神奈川県横浜市都筑区折本町 358 番地

神奈川県横浜市都筑区池辺町 4815 番地
神奈川県横浜市鶴見区菅沢町７番地 23

神奈川県横浜市港北区綱島東３丁目９番３号
神奈川県高座郡寒川町宮山 2882 番地１
神奈川県横浜市旭区白根町 893 番地
神奈川県横浜市青葉区奈良町 334-4

神奈川県横浜市泉区和泉中央南一丁目 34 番 68 号
神奈川県横浜市都筑区折本町 70 番地
神奈川県茅ヶ崎市今宿 731 番地７

神奈川県座間市東原１丁目７番 27 号

神奈川県小田原市酒匂１丁目４番９号

神奈川県相模原市中央区相模原６丁目 22 番１号
神奈川県藤沢市辻堂元町４丁目８番 10 号
神奈川県川崎市幸区紺屋町３番地

神奈川県横浜市緑区十日市場町 901 番地 26

山梨県南巨摩郡富士川町青柳町 1011 番地の１
山梨県中央市山之神流通団地 3211 番地 11
山梨県甲府市西下条町 1167 番地８

新潟県糸魚川市大字須沢字後久 3828 番地
新潟県柏崎市茨目３丁目８番 12 号
新潟県三条市北潟甲 797 番地子

新潟県新潟市南区西笠巻新田字堀内 471 番地
新潟県新潟市秋葉区川口 580 番地 21
新潟県見附市本所１丁目 14 番 17 号

氏名又は名称

代表者の氏名

住所

代表者の氏名

住所

−

新潟県上越市柿崎区直海浜 1122 番地 23

255 三重近物通運株式会社

代表取締役 酒德 茂

三重県伊勢市小俣町湯田 216 番地１

168 小林 鐘治（カネヒロ運送） −

新潟県上越市松村新田 25 番地３

257 有限会社月津運送

代表取締役 飛弾 忠将

石川県小松市犬丸町丁 76 番地 10

170 日下

新潟県上越市東城町２丁目４番 34 号

166 三浦
167 高橋
169 佐藤

哲治（三浦運送）

洋一（YA サービス） −

文夫（佐文運送）
和彦（日下運送）

171 新野運送株式会社

172 昭和運送株式会社
173 岡島

紀泰（岡島急送）

174 有限会社飯田急便

175 株式会社小宮山運送
176 前澤

健一（名飯物流）

−
−

代表取締役 岩谷 由里子
代表取締役 伊坪 弘年
−

代表取締役 木下 勝義

代表取締役 小宮山 英昭
−

177 有限会社ユニバーサル運輸

代表取締役 前田 裕子

179 有限会社スター物流

代表取締役 堀内 重男

178 信州名鉄運輸株式会社
180 大栄運輸株式会社

181 株式会社アップル運輸
182 丸越運輸株式会社
183 東信運送株式会社
184 武石流通株式会社
185 皮革運送有限会社

186 伊豆西濃運輸株式会社
187 秋吉産業株式会社

188 株式会社ケイエムライン静岡
189 有限会社大慶

190 有限会社千代田運送店
191 近物レックス株式会社
192 杉山運送株式会社
193 株式会社浜松急送

194 遠州西濃運輸株式会社

195 株式会社ロジネットサポート

196 アオイトランスポート株式会社
197 株式会社ユイックス

198 株式会社イワタ輸送センター
199 株式会社池原運送店

200 西濃エキスプレス株式会社
201 濃飛西濃運輸株式会社

202 東海西濃運輸株式会社
203 西濃運輸株式会社
204 西濃通運株式会社

205 光栄エキスプレス株式会社
206 株式会社三恵物流センター

207 セイノー引越株式会社
208 西濃集配高須有限会社
209 有限会社梅治運送
210 西濃急送株式会社
211 株式会社松井急便

212 垂井西濃集配株式会社
213 有限会社興徳運輸
214 若原運送有限会社
215 揖斐運輸株式会社

216 ヨーロー西濃集配株式会社
217 中京運輸株式会社

218 松尾産業運輸株式会社

219 有限会社シージェイユニオン
220 商都通信株式会社
221 有限会社筒井運送

222 三河西濃運輸株式会社

223 西濃名古屋エキスプレス株式会社
224 名宝陸運有限会社

225 有限会社旭テック

226 野立陸運株式会社

227 株式会社トップ運輸

228 城北運輸株式会社
229 信善運輸株式会社

230 株式会社イトー急行

231 株式会社アイテック物流
232 武豊運輸合資会社
233 有限会社丸十運輸
234 丸運有限会社

235 株式会社アクトライン
236 株式会社愛設運送

237 株式会社昭和技研運輸
238 有限会社カネヤス梱包

239 マーメイドデリバリー有限会社
240 みずしま急配株式会社
241 丸一急配株式会社

242 三重西濃運輸株式会社

代表取締役 今井 繁
代表取締役 石井 雄太
代表取締役 下城 洋司

代表取締役 渡辺 美代子
代表取締役 朝場 宏男
代表取締役 下城 豊嗣

代表取締役 樋口 恵美子
代表取締役 高羽 英治郎
代表取締役 湯山 省吾
代表取締役 貴島 智広
代表取締役 青木 國雄
代表取締役 竹下 眞代

代表取締役 堀内 悟
代表取締役 杉山 泰
代表取締役 千葉 哲郎
代表取締役 鈴木 基浩
代表取締役 大石 八治
代表取締役 遠藤 孝良
代表取締役 望月 大輔
代表取締役 天野 恭子
代表取締役 池原 嘉明
代表取締役 根木 孝宜

代表取締役 横地 悟
代表取締役 田口 利壽
代表取締役 神谷 正博
代表取締役 仲島 宏政
代表取締役 工藤 光秀
代表取締役 船坂 享広
代表取締役 神田 和宏
代表取締役 瀧澤 伸二

代表取締役 伊藤 薫
代表取締役 竹中 資人
代表取締役 松井 善行
代表取締役 桐山 善朗

代表取締役 坂下 茂
代表取締役 若原 正明

代表取締役 広瀬 巧
代表取締役 渋谷 利之
代表取締役 高橋 重秀

代表取締役 牧野 靖
代表取締役 濵島 海渡
代表取締役 橋本 貴正
代表取締役 筒井 政夫
代表取締役 天野 光宏
代表取締役 山本 英之
代表取締役 岡田 政弘
代表取締役 藤田 澄生

代表取締役 外山 毅
代表取締役 森本 義明
代表取締役 山本 和枝

代表取締役 原 司郎
代表取締役 加藤 善啓
代表取締役 伊神 敏郎

代表社員 岩川 佳史
代表取締役 辻元 雄司
代表取締役 萩原 義裕
代表取締役 氏原 寛升
代表取締役 中島 康彰

代表取締役 外山 毅
代表取締役 日比 安夫
代表取締役 杉江 講平
代表取締役 鵜飼 雅弘

代表取締役 辻 和宏
代表取締役 傍島 正法

新潟県上越市御殿山町 18 番地 32

新潟県上越市大字長岡 128 番地

新潟県新発田市大栄町３丁目３番４号
長野県飯田市上郷町別府 3321 番地

代表取締役 青山 好一

247 ドリームサポート株式会社
248 寿運輸有限会社

249 有限会社マルニ運送

代表取締役 笹井 弘昭
代表取締役 尾中 忠秀
代表取締役 南山 勝彦

266 株式会社草津物流

長野県松本市鎌田二丁目８番 10 号
長野県安曇野市豊科 5585 番地９

長野県上田市真田町長字木留場 6518 番地
長野県上田市芳田 439 番地１

長野県中野市大字越 1597 番地

長野県長野市若穂綿内 305 番地７

長野県長野市真島町真島 1170 番地１
長野県飯田市松尾新井 6571 番地１

253 ミナミ運輸有限会社

254 有限会社スピンアウト

代表取締役 南 英雄
代表取締役 福田 安孝

267 富士相互商事株式会社
268 滋賀流通株式会社

269 日本ロジパック株式会社
270 木村商事株式会社
271 株式会社滋賀赤帽

272 丹後西濃運輸株式会社

273 株式会社エスケーライン

274 日本ロジパック株式会社

代表取締役 吉田 治浩

代表取締役 平木 ひとみ

代表取締役 横地 悟
代表取締役 薩摩 四郎
理事長

川井

博義

代表取締役 谷口 憲二
代表取締役 神野 文夫
代表取締役 長田 謙一
代表取締役 斎賀 良三
代表取締役 水上 豊彦
代表取締役 古谷 幸保
代表取締役 木村 光男
代表取締役 川井 博義
代表取締役 澤井 吉春
代表取締役 東島 敏明
代表取締役 古谷 幸保

静岡県静岡市葵区唐瀬２丁目４番 11 号

277 有限会社舞鶴小型運送社

代表取締役 澤井 昇

279 田中運送株式会社

代表取締役 田中 俊一

静岡県御殿場市東田中 633 番地３

静岡県静岡市葵区駒形通１丁目５番 17 号
静岡県島田市金谷東一丁目 696 番地４

276 青木

和喜（青木運送店）

278 丸市運輸株式会社

静岡県駿東郡清水町伏見字向田 351 番地

280 宇治運輸株式会社

静岡県浜松市東区白鳥町 510 番地

282 株式会社山本運送店

静岡県沼津市原町中２丁目 14 番 25 号

静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家 2467 番地
静岡県藤枝市上藪田 113 番地 24

静岡県三島市三ツ谷新田 294 番地

静岡県富士市中之郷一丁目１番１号

281 宇治丸工運送株式会社
283 オオノ運送有限会社
284 株式会社ワーク

285 美山運輸株式会社

286 山城合同自動車株式会社

静岡県袋井市堀越 438 番地１

287 白川

岐阜県安八郡輪之内町楡俣新田字中代 253 番地１

289 大和運輸株式会社

静岡県富士市津田 244 番地 12

富美（白川運送）

代表取締役 山下 哲弥
−

代表取締役 青山 武司

代表取締役 金井 保
代表取締役 進藤 努
代表取締役 山本 真義

代表取締役 大野 勉
代表取締役 木村 宏

代表取締役 喜夛 守

岐阜県大垣市田口町１番地

292 大和陸運株式会社

岐阜県安八郡輪之内町福束新田西沖 762 番地１

293 西濃大阪エキスプレス株式会社
294 三紀運輸株式会社

岐阜県羽島郡笠松町中野字広畑６番地

295 株式会社ワークネット

岐阜県海津市海津町馬目 370 番地１

297 八尾運送株式会社

東京都江東区木場二丁目１番３

296 株式会社プロテック京阪

岐阜県岐阜市城田寺 2439 番地１

298 ミフネメッツ株式会社

岐阜県恵那市岩村町飯羽間 2941 番地５

300 大長運輸株式会社

岐阜県岐阜市柳津町本郷３丁目 143 番地
岐阜県不破郡垂井町宮代 3070 番地の１
岐阜県本巣市曽井中島 861 番地 10

岐阜県本巣郡北方町平成７丁目３番１号

岐阜県揖斐郡揖斐川町志津山 298 番地４

岐阜県養老郡養老町金屋字井ノ上 382 番地１

岐阜県岐阜市柳津町流通センター２丁目３番３号
愛知県岡崎市赤渋町圦ノ口 31 番地１

愛知県岡崎市稲熊町字六丁目 84 番地５
愛知県春日井市瑞穂通り４丁目 48 番

299 松川運輸株式会社
301 丸長運送株式会社

302 株式会社ケイエスシー物流
303 丸宮運送有限会社
304 丸大通商株式会社

305 株式会社ロジネットジャパン西日本
306 やまと運輸株式会社

307 株式会社ビジネスジャパンエキスプレス

308 株式会社ロンコ・ジャパン
309 奄美コーポレーション株式会社

愛知県刈谷市板倉町２丁目 11 番１号

310 淀川急送株式会社

愛知県名古屋市中川区柳川町 14 番 15 号

312 クレベ運送株式会社

愛知県知立市牛田２丁目 58 番地

愛知県名古屋市港区油屋町３丁目 41 番１号
愛知県名古屋市港区神宮寺１丁目 127 番地

愛知県名古屋市中川区神郷町３丁目１番の２
愛知県弥富市神戸４丁目２番地５

愛知県岡崎市大樹寺１丁目１番地 26
愛知県小牧市岩崎原新田 321 番地

愛知県瀬戸市共栄通７丁目 11 番地
愛知県清須市春日落合 229 番地

愛知県知多郡武豊町字ヱケ屋敷 77 番地 15
愛知県半田市鴉根町三丁目７番地 12 号

311 ミフネトランスポート株式会社
313 松昇株式会社

314 株式会社フジエダ物流サービス
315 北部運送株式会社
316 株式会社カイウン
317 山喜

久雄（山配送）

321 有限会社ネットワークエキスプレス
322 清光運輸株式会社

325 丸大通商株式会社

愛知県知多郡武豊町上山２丁目１番地
愛知県一宮市小赤見字石田 57 番地

愛知県一宮市木曽川町門間字島海戸 53 番地
三重県鈴鹿市白子４丁目８番 12 号

三重県桑名市多度町御衣野 990 番地の１
三重県津市庄田町字大部 1915 番地

三重県松阪市嬉野津屋城町字横堤 135 番地１
三重県度会郡玉城町中楽 680 番地２

三重県四日市市富田２丁目 14 番 17 号

三重県伊賀市山出 325 番地

三重県志摩市磯部町迫間 43 番地３

三重県名張市新田字前田 2217 番地６

代表取締役 増田 敦
代表取締役 杉野 耕三
代表取締役 松浦 勝仁

代表取締役 田中 晃一郎
代表取締役 筒井 裕三
代表取締役 中熊 秀司
代表取締役 中道 昌子
代表取締役 芳仲 秀訓
代表取締役 井戸 清明

代表取締役 島袋 明
代表取締役 宮本 孝司
代表取締役 彦野 修二
代表取締役 真田 俊秀
代表取締役 坂本 龍次
代表取締役 大野 英樹
代表取締役 宮口 弘之
代表取締役 芳野 浩一
代表取締役 金井 容次

代表取締役 古小路 冨雄
代表取締役 暮部 良治
代表取締役 角本 和子

代表取締役 岡本 博
代表取締役 所司原 正和
代表取締役 暮部 良治
−

代表取締役 垣内 優知

愛知県豊川市下長山町高畑 44 番地の１
愛知県一宮市猿海道３丁目１番 17 号

代表取締役 喜多 祥之

320 株式会社フレッシュ便大阪

323 有限会社金子配送

愛知県刈谷市泉田町北中浜 35 番地１

代表取締役 松岡 弘晃

代表取締役 石西 健師

愛知県豊川市御津町御馬梅田１番地の 14
愛知県豊橋市瓦町一丁目 68 番地１号

代表取締役 山谷 道雄

318 アサヒ急便株式会社
319 山本通商株式会社

324 有限会社ピー・エル・エス
326 エビス物流株式会社
327 神戸商運株式会社
328 うしお有限会社

329 淡路共正陸運株式会社
330 丸豊運送株式会社
331 株式会社兵神

332 山口運送株式会社

333 ヤシロ運輸株式会社
334 株式会社旭

335 株式会社姫路急配

336 有限会社タニックス

337 西宮配達商事株式会社
338 株式会社旭運送

339 ジャパントラック大阪株式会社
340 夢前急送株式会社
341 株式会社檜垣運送
342 株式会社戎急配社

343 ウエムラ物流株式会社

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第 12 号３番地
岐阜県関市池田町１番地

滋賀県犬上郡豊郷町高野瀬 239 番地２

滋賀県栗東市下鈎 1621 番地

滋賀県甲賀市水口町下山 1081 番地
滋賀県東近江市聖和町 10 番地 18
滋賀県草津市岡本町 467 番地 13

滋賀県大津市南志賀二丁目 21 番 11 号
滋賀県長浜市加納町 391 番地

滋賀県甲賀市甲南町柑子 2002 番地 17
滋賀県東近江市中戸町 584 番地
滋賀県栗東市下鈎 1621 番地

京都府舞鶴市字上安 1506 番地

京都府京都市南区久世中久世町３丁目 77 番地
滋賀県甲賀市甲南町柑子 2002 番地 17
京都府京都市右京区嵯峨中又町１番地

京都府京都市下京区七条通猪熊東西入百屋町 146 番地

京都府舞鶴市字魚屋小字築地 296 番地の 20
京都府京都市下京区朱雀分木町 28 番地 西 25 棟
京都府京都市伏見区横大路一本木 1-17
京都府宇治市槇島町薗場 58 番地

京都府久世郡久御山町市田北浦４番地６

京都府京都市山科区勧修寺平田町 125 番地

京都府京都市中京区西ノ京小掘池町 14 番地３

京都府京都市東山区今熊野池田町 59 番地の 20

京都府京都市北区上賀茂中ノ坂町 25 番地 26

290 有限会社エム・ケイ運輸

岐阜県大垣市東前５丁目７番地の２

福井県あわら市山西方寺第２号５番地

−

代表取締役 松村 雅則

岐阜県関市池田町１番地

291 富士運輸株式会社

石川県珠洲市飯田町５丁目 95 番地１

京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町 43 番地

代表取締役 梅原 功

岐阜県多治見市音羽町５丁目 60 番地

富山県高岡市立野 3184 番地１

代表取締役 松本 邦彦

288 株式会社洛東物流

三重県松阪市大津町 814 番地１

代表取締役 小野 建二

265 湖東運送有限会社

代表取締役 川辺 勝一

275 山下運送株式会社

252 株式会社ジョイントビジネスサービス

−

263 赤帽滋賀県軽自動車運送協同組合

代表取締役 脇田 信雄

静岡県賀茂郡河津町沢田 41 番地１

三重県伊賀市荒木 1709 番地１

憲二（みどり宅配）

261 西濃北陸エキスプレス株式会社

264 コーガ運送有限会社

250 西川 恵温（上野配送センター） −

251 中村

260 日本商運株式会社

長野県長野市大字稲葉 940 番地 68

長野県塩尻市広丘堅石 2146 番地 586

三重県津市高茶屋小森町 1525 番地

246 有限会社青山商店荷役

259 金津運輸有限会社

長野県上田市大字舞田 48 番地１

長野県飯田市松尾上溝 2810 番地１

245 有限会社山岡運輸

代表取締役 山岡 幹也

258 有限会社川辺運送

262 株式会社西濃集配滋賀

三重県桑名市多度町小山 1901 番地 30

代表取締役 上田 泰爾

256 有限会社中條運送

長野県飯田市上郷別府 601 番地

243 加藤 勝己（西濃集配多度） −

244 北勢運送株式会社

氏名又は名称

代表取締役 山本 祐司
代表取締役 松浦 勝仁
代表取締役 西光 清行
代表取締役 金子 健児
代表取締役 安田 邦一
代表取締役 彦野 修二

代表取締役 戎 俊行
代表取締役 堀川 真弘
代表取締役 牛尾 慎一
代表取締役 尾上 佳宏

代表取締役 田中 渉
代表取締役 千原 昌主
代表取締役 山口 一幸
代表取締役 内藤 公一
代表取締役 尾上 昌史
代表取締役 中島 俊之
代表取締役 谷田 敬次
代表取締役 小松 康悦
代表取締役 上田 英代
代表取締役 金築 勇次
代表取締役 米田 信也

代表取締役 檜垣 隆一郎
代表取締役 池田 征人

代表取締役 上村 誠

京都府木津川市木津町南垣外 46 番地２

京都府京都市山科区勘修寺西北出町１番地１
奈良県奈良市三条町 321 番地１

奈良県大和郡山市池沢町 139 番地の１
奈良県奈良市北永井町 372 番地

奈良県奈良市大安寺西三丁目 270 番地７

大阪府大阪市西成区玉出西２丁目 20 番 48 号
大阪府茨木市豊川四丁目 27 番 15 号

大阪府寝屋川市仁和寺本町三丁目 10 番 22 号

大阪府豊能郡豊能町新光風台三丁目 31 番４号
大阪府八尾市久宝寺一丁目１番 14 号

大阪府大阪市中央区道修町一丁目４番６号
大阪府門真市北島町 35 番 11-5 号
大阪府堺市美原区丹上 315 番地１

大阪府河内長野市上原西町６番 20 号
大阪府摂津市鳥飼上４丁目８番 11 号
大阪府泉佐野市大西２丁目３番 16 号
大阪府泉南市馬場二丁目 29 番 11 号

大阪府大阪市梅田一丁目２番 2-1300 号

大阪府大阪市中央区高津１丁目６番 12 号

大阪府大阪市西淀川区御幣島６丁目 17 番 16 号

大阪府大阪市東成区東小橋１丁目 11 番 10 号
大阪府大東市三箇６丁目１番８号
大阪府大東市新田旭町４番地 20

大阪府大阪市中央区道修町一丁目４番６号
大阪府豊能郡能勢町森上 149 番地の２
大阪府門真市島頭三丁目 11 番 15 号

大阪府高槻市富田町６丁目 15 番 2-104 号
大阪府茨木市西福井３丁目 10 番６号

大阪府東大阪府水走１丁目 18 番 28 号
大阪府茨木市紫明園７番地− 302 号
大阪府守口市寺内町二丁目３番５号

大阪府摂津市鳥飼上４丁目３番 44 号

大阪府大阪市北区梅田一丁目２番 2-1300 号
大阪府寝屋川市仁和寺本町三丁目 10 番 22 号
大阪府東大阪市稲田上町１丁目 19 番８号
大阪府箕面市小野原東六丁目 36 番 10
大阪府豊中市走井２丁目９番３号

大阪府泉南市馬場２丁目 29 番 11 号
兵庫県小野市昭和町 458 番地の 383

兵庫県神戸市灘区大石東町２丁目３番８号
兵庫県姫路市船橋町２丁目２番１号
兵庫県洲本市納 319 番地

兵庫県神戸市西区平野町西戸田 392 番地
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１番地

兵庫県神戸市兵庫区湊町３丁目１番 20 号
兵庫県加東市東古瀬 69 番地
兵庫県洲本市納 319 番地

兵庫県姫路市飾磨区都倉２丁目 88 番地

兵庫県神戸市西区北別府４丁目５番地 19
兵庫県神戸市東灘区向洋町東４番地 16

兵庫県朝来市和田山町法道寺 27 番地の１
兵庫県尼崎市稲葉荘四丁目３番 16 号

兵庫県姫路市夢前町前之庄 3016 番地の１
兵庫県西宮市北六甲台五丁目６番２号
兵庫県西宮市今津波町６番地 15

兵庫県神戸市中央区港島８丁目 11 番６号

代表者の氏名

住所

344 神戸運送自動車株式会社

氏名又は名称

代表取締役 三輪 安義

兵庫県神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾 303 番地 22

433 鳩運輸株式会社

346 株式会社兵神

代表取締役 千原 昌主

兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭１番地

435 大串 敦（あおさき丸運送） −

長崎県西海市崎戸町蛎浦郷 1436 番地４

437 株式会社富川兄弟商会

長崎県長崎市小曽根町５番地 10

345 株式会社ヒメユキ CS

347 株式会社オプラス
348 藪脇運送有限会社
349 有限会社山光運送
350 藤井
351 藤井

春二（備北急便）
勲（新見急便）

代表取締役 大髭 好明
代表取締役 上中 崇司
代表取締役 藪脇 太郎
代表取締役 山根 浩二
−
−

352 吉備急送有限会社

代表取締役 波勢 威

354 有限会社竹谷急送

代表取締役 竹谷 義宏

353 奥出屋運送株式会社
355 藤森運輸株式会社

356 有限会社ロードマンエクスプレス
357 有限会社民法熊野運送

358 シティトランスポート株式会社
359 有限会社シーシーエス

360 御調運送株式会社
361 黒田

紀美子（黒田運送）

363 有住

和眞（和興急便）

362 日野
364 藤原

勝博（日野企画）
敏数（幸運輸）

代表取締役 奥村 哲美
代表取締役 藤森 元則
代表取締役 小川 勝之
代表取締役 民法 正則
代表取締役 今岡 宏文
代表取締役 嵜本 和己
代表取締役 内海 督康
−
−
−
代表取締役 松村 勝也

367 江波運送株式会社

代表取締役 谷口 候嗣

369 今井運送株式会社

代表取締役 今井 麻衣子

豊（藤川運送）

368 株式会社中国トラック
370 有限会社ソニア
371 村岡

モトコ（村岡運送）

−

代表取締役 寺迫 正男
代表取締役 山中 照夫
−

372 山南運送株式会社

代表取締役 平田 邦昭

374 有限会社ひろた急送

代表取締役 廣田 和志

373 有限会社福山急送
375 山下産業株式会社

376 有限会社ロード急送

377 山陽トラック株式会社
378 有限会社ひがし運輸

379 株式会社神石共同運送
380 有限会社松光運送

381 カメダライン株式会社
382 有限会社扶桑物流
383 高田運輸有限会社

384 西部運輸株式会社

385 有限会社八千代運輸倉庫
386 株式会社ソニア物流

387 清水運輸株式会社
388 広島急送株式会社
389 株式会社伸栄運輸

代表取締役 丸竹 道子
代表取締役 山下 竜一
代表取締役 吉田 幾代
代表取締役 松野 賢昭

代表取締役 東 正信
代表取締役 横尾 正文
代表取締役 浴 美喜生
代表取締役 亀田 茂登

代表取締役 高田 耕太郎

代表取締役 宮中 隆
代表取締役 田口 哲士

代表取締役 宮中 隆
代表取締役 安田 伸行
代表取締役 清水 哲也
代表取締役 實光 広宣
代表取締役 生田 俊伸

代表取締役 近藤 恭之

438 株式会社たちばな急送

代表取締役 須賀 義徳

岡山県高梁市成羽町下原 247 番地１

代表取締役 美根 晴幸

岡山県倉敷市児島田の口７丁目６番 19 号

444 有限会社禅海運送

代表取締役 中島 洋一

広島県安芸郡熊野町中溝四丁目７番３号

446 熊本西濃運輸株式会社

代表取締役 横幕 健司

広島県江田島市幸ノ浦２丁目２番 29 号

448 有限会社エコー運送

広島県尾道市御調町大田 133 番地１
広島県呉市上長道町 11 番地 21

広島県豊田郡大崎上島町中野 1818 番地１
広島県廿日市市梅原２丁目３番 14 号

広島県東広島市安芸津町立花 5269 番地３

広島県広島市中区江波南２丁目 11 番 24 号
広島県広島市西区草津港２丁目５番 32 号
広島県廿日市市木材港北 13 番地 43

広島県東広島市三永３丁目 19 番３号
広島県福山市坪生町三丁目２番 26 号

広島県福山市沼隈町中山南 1379 番地５
広島県福山市横尾町 260 番地

広島県神石郡神石高原町井関 2043 番地

広島県東広島市安芸津町大字三津 5787 番地８
広島県広島市中区光南六丁目２番 15 号
広島県三原市明神五丁目２番１号
広島県三次市三原町 95 番地の３

広島県神石郡神石高原町草木 1950 番地
広島県廿日市市宮島町 950 番地の８

代表取締役 長谷川 有蔵

394 中国名鉄運送株式会社
395 株式会社洛友商事

396 美和貨物自動車株式会社

397 赤帽山口県軽自動車運送協同組合

398 柳井海運株式会社

399 日ノ丸西濃運輸株式会社
400 有限会社池商

401 株式会社八幡運輸
402 柴田

幸男（八神運送店）

代表取締役 林 立夫
代表取締役 松永 道幸
代表取締役 西村 一典
理事長

松尾

昭夫

代表取締役 川原 榮一
代表取締役 奥田 繫吉
代表取締役 池田 炳植

代表取締役 八幡 繁
−

403 有限会社益田陸運

代表取締役 俵 浩二

405 木次運送有限会社

代表取締役 石田 則夫

404 大一運輸有限会社
406 三江線運輸有限会社
407 竹谷

真（先前運送）

代表取締役 小澤 郁夫
代表取締役 渡邊 正直
−

408 瀬戸内陸運株式会社

代表取締役 楠本 寿嗣

410 株式会社四国物流サービス

代表取締役 沼田 稔

409 有限会社須崎運輸
411 今井商運株式会社
412 有限会社円座急配
413 有限会社蔦島運輸

414 有限会社高橋運送店
415 上板急送株式会社

416 小鳴門運送有限会社

417 四国西濃運輸株式会社

418 有限会社大洋通般

419 株式会社せとうち総業
420 有限会社安芸運送
421 矢野運送有限会社
422 有限会社葉山運送
423 大方運送有限会社

424 九州西濃運輸株式会社
425 第一運送株式会社

426 久山流通運輸株式会社
427 対州海運株式会社

428 天神地区共同輸送株式会社
429 有限会社日の里輸送

430 有限会社栄和運輸
431 有限会社村田運輸
432 株式会社壽運送

代表取締役 廣瀬 隆
代表取締役 今井 保福
代表取締役 小倉 慶二

443 株式会社中津急行
445 株式会社フェニックス急行

447 有限会社新開貨物

449 鹿児島牧迫運輸株式会社
450 南開運輸株式会社
451 嵐

祐一（嵐運送）

代表取締役 村木 昭一郎
代表取締役

仲

浩

代表取締役 松尾 陽一郎
代表取締役 宮城 晃一郎
代表取締役 長野 純也

代表取締役 逆井 望
代表取締役 椰木 豊
−

452 株式会社松下産業

代表取締役 坂下 秀明

454 株式会社昭和貨物

代表取締役 加納 嘉一郎

453 マルエーフェリー株式会社
455 有限会社スリーエヌ
456 鹿商海運株式会社
457 名瀬港運株式会社

458 沖縄西濃運輸株式会社
459 有限会社内外物流
460 佐渡汽船株式会社

461 日本カーリット株式会社
462 国際化工株式会社

463 日曹金属化学株式会社
464 青木環境事業株式会社

465 JX 金属三日市リサイクル株式会社
466 日誠運輸株式会社
467 有限会社加賀配送
468 琉球海運株式会社

代表取締役 有村 和晃

代表取締役 椰木 伸太郎
代表取締役 岩崎 芳太郎
代表取締役 有村 忠洋
代表取締役 松川 直哉

代表取締役 山内 学
代表取締役 小川 健
代表取締役 坂田 貞二

代表取締役 長谷川 文雄
代表取締役 菊地 昭彦

代表取締役 青木 勇
代表取締役 森明 秀行
代表取締役 合田 雅一

代表取締役 山本 隆
代表取締役 宮城 茂

広島県安芸高田市八千代町上根 1208 番地２
広島県福山市箕沖町 105 番地 17

氏名又は名称

広島県福山市箕沖町 115 番地２

広島県山県郡北広島町今吉田 1810 番地２
広島県広島市安佐北区口田町 873 番地８

代表者の氏名

代表取締役 福本 貴志
代表取締役 松原 一征
代表取締役 眞鍋 博俊
代表取締役 安井 惠子

代表取締役 永島 美恵子
代表取締役 飯田 英商
代表取締役 西村 和子

鹿児島県出水市黄金町 678 番地

鹿児島県奄美市名瀬入船町８番 21 号
鹿児島県鹿児島市南栄３番地９

鹿児島県鹿児島市白水町 1986 番１
鹿児島県鹿児島市山下町９番地５

鹿児島県奄美市名瀬塩浜町 17 番地７
沖縄県宜野湾市大山７丁目８番８号
沖縄県豊見城市字翁長 798 番地４
新潟県佐渡市両津湊 353 番地

東京都中央区京橋一丁目 17 番 10 号

東京都千代田区九段北一丁目 12 番４号
東京都台東区上野三丁目１番２号

新潟県新潟市北区島見町 3268 番地 15
富山県黒部市天神新８番地

兵庫県神戸市東灘区向洋町東三丁目 11
石川県白山市森島町い 21 番地の 94
沖縄県那覇市西一丁目 24 番 11 号

住所

日曹金属化学株式会社

代表取締役 菊地 昭彦

山口県岩国市美和町大字生見 543 番地

４

群桐エコロ株式会社

代表取締役 山口 博

５

株式会社シンシア

代表取締役 松坂 幸洋

６

青木環境事業株式会社

代表取締役 青木 俊和

７

JX 金属三日市リサイクル株式会社 代表取締役 森明 秀行

８

株式会社富山環境整備

代表取締役 松浦 英樹

９

丸徳商事有限会社

静岡県静岡市清水区鳥坂 575 番地
代表取締役 岩間 雄一 施設の所在地：静岡県静岡市清水区宍原字大内沢 2353 番１ 外１筆
静岡県清水区宍原字大内沢 1819 番１

山口県山口市大字江崎 3643 番地

山口県柳井市伊保庄 5090 番地１

鳥取県鳥取市湖山町東３丁目 40 番地
鳥取県境港市朝日町５番地

鳥取県米子市淀江町中間 863 番地

島根県飯石郡飯南町大字八神 61 番地６
島根県益田市あけぼの西町 20 番地１
島根県雲南市大東町養賀 778 番地１
島根県雲南市木次町新市 413 番地３

島根県邑智郡川本町大字因原 198 番地５
島根県松江市八束町入江 214 番地

香川県高松市朝日町５丁目３番 110 号
香川県東かがわ市白鳥 2827 番地

香川県丸亀市綾歌町岡田上 2811 番地１

香川県観音寺市大野原町有木 605 番地１
香川県高松市円座町 993 番地２号

13 ツネイシカムテックス株式会社 代表取締役 曽我 友成

代表取締役 小田 幸三

鹿児島県出水市住吉町１番地１

３

山口県下関市富任町２丁目２番１号

愛媛県今治市東村南１丁目８番 43 号

代表取締役 西浦 敏哉

鹿児島県枕崎市桜山西町 723 番地

山口県山口市小郡上郷字仁保津 5172 番地

山口県下松市大字末武下 639 番地９

代表取締役 澤田 明

代表取締役 浜田 朗宏

鹿児島県鹿児島市南栄３丁目６番地２

山形県山形市鋳物町３番地
代表取締役 鈴木 正明 施設の所在地：同上
山形県東村山郡中山町大字土
橋字鬼ケ沢 1167-1 他 24 筆

12 株式会社京都環境保全公社 代表取締役 檀野 恭介

代表取締役 高橋 秀明

熊本県熊本市北区龍田町弓削 646 番地 18

株式会社キヨスミ産研

愛媛県東温市上村甲 980 番地

代表取締役 矢野 正彦

熊本県八代市港町 262 番地 23

２

広島県竹原市西野町 2102 番地

代表取締役 川上 和則

代表取締役 森澤 正和

熊本県熊本市東区小山二丁目 29 番 47 号

株式会社北海道エコシス

代表取締役 森 光廣

代表取締役 和泉 北斗

宮崎県都城市上水流町 818 番地

１

広島県尾道市高須町 1333 番地６

11 共英製鋼株式会社

代表取締役 佐藤 巧

大分県中津市耶馬渓町大字跡田 1089 番地１

北海道帯広市西 24 条北４丁目５番地の４
代表取締役 鍛冶 彰男 施設の所在地：北海道帯広市西 20 条北５丁目３番６
北海道中川郡豊頃町安骨 389 番地、
390 番地１、391 番地１、392 番地

徳島県板野郡上板町瀬部 1164 番地１

代表取締役 古川 義彦

大分県中津市大字田尻崎７番地１

（３）産業廃棄物の処分に関し責任を有し行う者

広島県安芸高田市八千代町上根 1208 番地２

代表取締役 加山 順一郎

代表取締役 高橋 勝巳

長崎県長崎市元船町 16 番地 12

広島県福山市駅家町上山守 108 番３号

10 加山興業株式会社

代表取締役 河田 芳孝

長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦大明神 266 番地２

広島県尾道市土堂二丁目４番 25 号

山口県岩国市本郷村字本郷 1740 番地

393 長谷川産業株式会社

長崎県長崎市元船町 17 番地３

442 九州商船株式会社

広島県広島市安佐南区伴東一丁目 25 番 17 号

長崎県長崎市かき道六丁目８番５号

441 野母商船株式会社

岡山県久米郡美咲町打穴中 1030 番地１

岡山県倉敷市上富井 620 番地３

長崎県佐世保市万津町３番地５

長崎県松浦市志佐町庄野免 249 番地２

代表取締役 長岡 均

岡山県高梁市東町 1860 番地１

福岡県北九州市門司区新門司３丁目 70 番地

439 今田 圭二（松浦物流サービス） −

440 壱岐海運株式会社

岡山県岡山市北区庭瀬 245 番地

広島県福山市南松永町２丁目５番 57 号

代表取締役 長和 峻平

代表取締役 富川 成太郎

岡山県新見市高尾 2270 番地４

392 長和運送株式会社

代表取締役 小坂 政司

福岡県北九州市小倉北区親和町３番地 20

代表取締役 小海 寛

436 株式会社九商コーポレーション

390 世良 敏昭（赤帽松永セラ運送） −

391 中国通運株式会社

住所

岡山県瀬戸内市邑久町虫明 4657 番地５

和歌山県和歌山市口須佐 90 番地

広島県呉市和庄２丁目５番４号

−

434 福岡トランス株式会社

代表者の氏名
代表取締役 金谷 英輝

和歌山県海南市小野田 1636 番地の 152

広島県呉市広塩焼１丁目４番 22 号

365 株式会社インターオート
366 藤川

兵庫県姫路市別所町小林 162 番地１

氏名又は名称

香川県三豊市仁尾町大字仁尾丁 307 番地４
香川県小豆郡小豆島町安田甲 118 番地１

徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜番外１番地１

愛媛県松山市南吉田町 2297 番地１
高知県安芸市東浜 480 番地

高知県高知市一宮東町１丁目 12 番 16 号
高知県須崎市緑町２番地２

高知県幡多郡黒潮町下田ノ口 955 番地イ

福岡県福岡市博多区井相田一丁目１番 56 号
福岡県遠賀郡遠賀町大字老良 365 番地１
福岡県太宰府市大字北谷 868 番地 171

福岡県福岡市中央区那の津五丁目６番８号

福岡県福岡市東区箱崎埠頭５丁目３番地５号
福岡県福津市大字八並 1445 番地１

福岡県糟屋郡宇美町原田１丁目 14 番３号

福岡県筑後市大字熊野字平蔵免 99 番地の 39
福岡県福岡市南区桧原五丁目 10 番 12 号

14 三光株式会社

代表取締役 三輪 陽通

東京都台東区上野三丁目１番２号
施設の所在地：福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字溜水 1372 番地
群馬県太田市新田大町 600 番 26
施設の所在地：同上

東京都品川区南大井六丁目 26 番３号
施設の所在地：東京都品川区八潮三丁目２番 11 号
神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目８
番２、10 番４、10 番６ 以上３筆

新潟県新潟市北区島見町 3268 番地 15
施設の所在地：新潟県新潟市北区島見町字一ツ潟 3268 番
14、3268 番 15、島見町字長潟 2590 番 15、2590 番 16、太郎代字
長潟 1634 番６、1634 番７、太郎代字山小屋 1572 番 17（以上７筆）
富山県黒部市天神新８番地
施設の所在地：同上

富山県富山市婦中町吉谷３番地３
施設の所在地：富山県富山市婦中町吉谷字殿山 2-21 他４筆
富山県富山市婦中町吉谷字大
谷 1005-24 他 206 筆

愛知県名古屋市熱田区南一番町 15 番５号
施設の所在地：愛知県豊川市南千両二丁目１番

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番 16 号
施設の所在地：愛知県海部郡飛島村大字新政成字未之切 809 番の１
山口県山陽小野田市大字小野田字港 6289 番 161

京都府京都市伏見区横大路千両松町 126 番地
施設の所在地：同上
広島県福山市沼隈町大字常石 1083 番地

施設の所在地：広島県福山市箕沖町 107-5
鳥取県境港市昭和町５番地 17

施設の所在地：鳥取県境港市潮見町１番地

６．認定の変更の状況

・平成 24 年８月 10 日 新規認定
・平成 28 年６月 ７ 日 変更認定

（１）認定に係る処理の内容に関する事項の変更
（２）認定に係る処理を行い、又は行おうとする者に関する事項の変更
・平成 30 年７月 30 日 変更認定
認定に係る処理を行い、又行おうとする者に関する事項の変更
以

上

