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登録再生事業者名簿
（平成２７年３月３１日現在）

神奈川県環境農政局環境部資源循環課



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00003号 H5.3.31
ナカノ（株）
　代表取締役　　 中野　博恭

横浜市金沢区福浦２－８－６ 045-701-6263古繊維

第G00006号 H5.3.31
丸金興業（株）
　代表取締役　　 共田　昌雄

川崎市川崎区塩浜１－12－９ 044-277-7777金属くず

第G00009号 H5.5.10
（株）石原商店
　代表取締役　 　 林 　茂也

川崎市川崎区大川町11－３ 044-333-0500金属くず

第G00010号 H5.6.7
リサイクルサービス（株）
　代表取締役　　 戸川　秀彦

横浜市神奈川区菅田町1750 045-471-8579古紙

第G00014号 H5.4.5
（有）一ノ瀬金属
　代表取締役　 　一ノ瀬  眞明

藤沢市辻堂神台２－６－31 0466-36-5736金属くず

（株）鈴徳
第G00016号 H5.6.7

（株）鈴徳
　代表取締役　 　加藤　千明

川崎市川崎区浜町２－12－13 044-333-2161金属くず

第G00019号 H5.6.7
影島興産（株）
　代表取締役　 　影島　一吉

横浜市神奈川区恵比須町７－６ 045-461-5656金属くず

第G00020号 H5.6.7
（株）國光
　代表取締役　　 朝倉　行彦

横浜市西区浅間町４－331－１ 045-311-7131古紙

第G00021号 H5.6.7
（株）國光
　代表取締役　　 朝倉　行彦

横浜市金沢区福浦１－15－11 045-783-6021古紙

第G00022号 H5.6.7
（株）國光
　代表取締役　　 朝倉　行彦

横浜市鶴見区朝日町１－24－１ 045-502-4381古紙
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00024号 H5.6.7
（有）スズキ故繊維
　代表取締役　　 小澤　さと子

横浜市泉区和泉町4921 045-802-6805古紙、古繊維

第G00025号 H5.7.12
丹羽回収繊維（株）
　代表取締役　　 丹羽　晴美

横浜市緑区竹山２－６－５ 045-731-1177古繊維

第G00027号 H5.7.19
（株）啓愛社
　代表取締役　 　竹内　留四郎

横浜市金沢区福浦１－14－６ 045-701-7212金属くず、廃プラスチック類

第G00028号 H5.7.12
武内金属（株）
　代表取締役　 　武内　 茂

川崎市川崎区浅野町７－５ 044-333-1386金属くず

第G00029号 H5.7.19
（有）信栄商事
　代表取締役　 　鳩山　栄雄

横浜市磯子区磯子２－29 045-751-1696金属くず

（有）大貫産業
第G00030号 H5.6.30

（有）大貫産業
　代表取締役　 　大貫　作治

相模原市中央区田名7649－１ 042-778-0778金属くず、空き瓶

第G00031号 H5.7.19
千代田商事（株）
　代表取締役　 　福西　定敏

横須賀市内川２－２－11 046-835-4550金属くず

第G00032号 H5.8.13
丸和商事（株）
　代表取締役　 　渡辺　 淳

横浜市鶴見区駒岡２－12－26 045-573-6449金属くず

第G00034号 H5.8.13
三幸金属（株）
　代表取締役　　 岡田　英吾

横浜市金沢区鳥浜町12－14 045-774-8943金属くず

第G00035号 H5.8.16
黒田興業（株）
　代表取締役　 　黒田　浩司

川崎市川崎区鋼管通５－６－１ 044-366-3111金属くず
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00036号 H5.9.9
（株）富士繁
　代表取締役　　 金子　洋一

横浜市金沢区福浦２－８－１ 045-783-5665金属くず

第G00037号 H5.9.2
（有）田所産業
　代表取締役　 　田所　貴光

相模原市南区新戸650 046-253-6195木くず

第G00039号 H5.9.13
（株）関東古紙商事
　代表取締役　 　平川　全孝

横浜市旭区川井宿町132－７ 045-954-3303古紙

第G00040号 H5.10.18
竹山商事（株）
　代表取締役　   竹山　勝実

横浜市鶴見区梶山２－28－３ 045-573-7123金属くず

第G00041号 H5.10.27
（有）岡本鉄商
　代表取締役　 　岡本　常男

横浜市港南区上永谷4611－８ 045-844-1490金属くず

（有）山﨑商店
第G00042号 H5.10.27

（有）山﨑商店
　代表取締役　 　山﨑　文栄

茅ヶ崎市下寺尾2091 0467-51-5615金属くず

第G00044号 H5.12.15
王子齋藤紙業（株）
　代表取締役　 　白砂　一樹

平塚市小鍋島字金山2104－１ 0463-53-1522古紙

第G00045号 H5.12.15
西田産業（株）
　代表取締役　 　西田　幸一郎

川崎市川崎区浅野町７－６ 044-322-3939金属くず

第G00046号 H6.1.31
（株）青幸商店
　代表取締役　　 青柳　和宏

横浜市鶴見区向井町４－91－24 045-501-7691金属くず

第G00047号 H6.6.16
（株）大村総業
　代表取締役　　 中山　貴佳

川崎市幸区矢上３－６ 044-411-5656金属くず
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00048号 H6.8.16
（株）大石鋼業
　代表取締役　　 大石　 洋

川崎市川崎区小島町４－４ 044-277-1956金属くず

第G00050号 H6.9.12
美濃紙業（株）
　代表取締役　　 近藤　 勝

相模原市緑区大山町６－１ 042-772-4626古紙

第G00051号 H6.10.6
（株）丸興佐野錦一商店
　代表取締役　　 佐野　 一

川崎市宮前区東有馬５－40－１ 044-877-5448古紙

第G00052号 H6.11.22
木村金属工業（株）
　代表取締役　　 木村　一郎

横須賀市内川２－４－36 046-835-1276金属くず

第G00054号 H6.11.30
（有）末広金属
　代表取締役　　 早坂　光成

横浜市泉区和泉町２－37－５ 045-804-1581金属くず、空き瓶、廃プラスチック

（株）ナミキ
第G00055号 H6.11.30

（株）ナミキ
　代表取締役　　 竹澤　 功

川崎市川崎区水江町５－32 044-276-2736金属くず

第G00056号 H6.11.30
興栄紙材（株）
　代表取締役　　 須長　利行

横浜市栄区公田町1195 045-892-3661古紙

第G00057号 H6.12.15
（株）新和商事
　代表取締役　　 秋元　順紀

川崎市川崎区日ノ出１－９－６ 044-288-3473金属くず

第G00059号 H7.2.8
（有）賀頌
　代表取締役　　 小林　裕佳

海老名市本郷1570－１ 046-238-3665古紙

第G00060号 H7.2.8
（株）丸興佐野錦一商店
　代表取締役　　 佐野　 一

海老名市杉久保903－１ 046-238-4737古紙
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00061号 H7.2.22
関東紙業（株）
　代表取締役　 　水野　俊幸

相模原市中央区清新８－18－１ 042-774-3323古紙

第G00062号 H7.3.2
（株）清和サービス
　代表取締役　　  原 　正弘

相模原市中央区宮下３－９－18 042-774-1752金属くず、空き瓶、古紙

第G00063号 H7.3.28
（株）髙部金属
　代表取締役　 　髙部　伸一

南足柄市中沼24 0465-74-0694金属くず

第G00064号 H7.3.31
（有）道音商店
　代表取締役　　 道音　昭一

横浜市鶴見区寛政町62 045-505-1737金属くず、空き瓶

第G00065号 H7.4.24
（株）山勝
　代表取締役　　 山中　勝義

綾瀬市吉岡東２－７－22 0467-78-3311金属くず

（株）デスポ
第G00066号 H7.6.22

（株）デスポ
　代表取締役　　 宮治　鉄夫

横浜市都筑区池辺町3970 045-931-6111金属くず、空き瓶、廃プラスチック類

第G00067号 H7.7.17
（有）鈴木商店
　代表取締役　　 石川　 勇

横須賀市公郷町１－27 046-836-9840古紙

第G00068号 H7.8.18
小澤商事（株）
　代表取締役　　 小澤　 光

川崎市川崎区浅野町６－19 044-322-2211廃発泡スチロール

第G00069号 H7.8.31
（株）丸河紙業
　代表取締役　 　河本  千恵子

相模原市中央区東淵野辺５－19－14 042-753-0905古紙

第G00070号 H8.4.12
（株）春秋商事
　代表取締役　 　堂薗  紀栄之

横浜市旭区白根町861 045-955-1200金属くず、空き瓶
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00072号 H8.5.8
秋元金属（株）
　代表取締役　　 秋元　康男

横浜市旭区西川島町10－１ 045-383-2811金属くず

第G00074号 H8.7.22
（株）村松紙業
　代表取締役　 　村松　秀雄

横須賀市舟倉２－２－８ 046-835-8562古紙

第G00075号 H8.8.26
川崎市資源リサイクル協同組合
　代表理事　川島　英一郎

川崎市幸区柳町74－３ 044-244-2666金属くず

第G00077号 H8.11.26
（株）旭商会
　代表取締役　　 根本　敏子

相模原市緑区下九沢中道2096－１ 042-771-3558金属くず、廃プラスチック類、汚泥

第G00079号 H9.1.10
（株）アイプレック
　代表取締役　 　伊藤　裕久

川崎市宮前区有馬２－９－18 044-255-6040古紙

松岡紙業（株）
第G00080号 H9.1.29

松岡紙業（株）
　代表取締役　　 佐藤　常明

相模原市南区上鶴間本町５－８－20 042-742-8741古紙

第G00081号 H9.2.25
東洋建材（株）
　代表取締役　　 小田切　満

横浜市旭区善部町92 045-361-2635建設廃材

第G00082号 H9.3.12
リネックス（有）
　代表取締役　　 工藤　広樹

中郡大磯町月京29－３ 0463-72-2863金属くず、空き瓶

第G00084号 H9.6.30
（株）ホンマ
　代表取締役　   榊原　宏

横浜市金沢区鳥浜町５－７ 045-772-3333古紙

第G00085号 H10.3.2
（株）神中運輸
　代表取締役　　 川島　泰治

逗子市久木４－1781－23 0467-22-2205金属くず、空き瓶
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00087号 H10.6.9
（株）マルトモ
　代表取締役　　 共田　介俊

川崎市川崎区大川町１－５ 044-333-9911金属くず

第G00088号 H10.6.15
（株）アイザワ
　代表取締役　　 相澤　一義

川崎市川崎区水江町４－１ 044-277-7945金属くず

第G00089号 H10.7.9
川口金属（株）
　代表取締役　　 嘉山　公子

平塚市長持297 0463-31-1016金属くず

第G00091号 H10.7.28
（株）高田商会
　代表取締役　　 高田　昌一

横浜市金沢区福浦町１－15－８ 045-784-4125金属くず

第G00092号 H10.7.24
（株）二見
　代表取締役　　須長　勇太

小田原市中町３－13－22 0465-23-3125古紙

（有）月城商店
第G00093号 H10.10.13

（有）月城商店
　代表取締役　　 月城　信明

川崎市高津区北見方１－10－28 044-833-6551金属くず

第G00095号 H10.11.10
（株）光田産業
　代表取締役　  光田　基玉

川崎市高津区久地４－26－10 044-822-4221金属くず

第G00096号 H10.11.11
アライ・リステム（株）
　代表取締役　　新井　宏信

小田原市浜町４－27－18 0465-23-3161金属くず

第G00097号 H10.11.24
日野金属産業（株）
　代表取締役　　長谷川　順

愛甲郡愛川町中津2513－２ 046-286-3021廃プラスチック類

第G00098号 H11.2.5
（株）マルキ
　代表取締役　　鈴木　武彦

小田原市飯泉1373 0465-47-5437廃プラスチック類
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00099号 H11.2.5
（株）平沼商店
　代表取締役　　平沼　臣安

小田原市中町３－14－20 0465-22-2496金属くず、廃プラスチック類

第G00101号 H12.4.28
（有）天野商会
　代表取締役　  天野　正美

相模原市中央区田名3300－１ 042-761-3007金属くず

第G00102号 H11.4.20
都市環境サービス（株）
　代表取締役　　前田　 亘

愛甲郡愛川町中津6807－４ 046-285-6160廃プラスチック類

第G00104号 H11.4.13
（有）東洋紙業
　代表取締役　　石川　 宏

横須賀市内川１－４－８ 046-835-3500古紙

第G00106号 H11.5.28
（株）イイダ
　代表取締役　　飯田　 浩一

秦野市曾屋988－１ 0463-82-4352
古紙、金属くず、空き瓶、
廃プラスチック類、木くず

（有）田中秀男商店
第G00107号 H11.6.28

（有）田中秀男商店
　代表取締役　　田中　敏治

中郡大磯町月京38－１ 0463-72-3188金属くず

第G00108号 H11.7.2
栄和金属（株）
　代表取締役　　景山　恭行

川崎市幸区南加瀬５－36－４ 044-588-7268金属くず

第G00110号 H11.8.6
梶ヶ谷産業（有）
　代表取締役　　梶ヶ谷　友宏

横須賀市佐野町６－15 046-851-0606金属くず

第G00111号 H11.8.25
（株）兼子
　代表取締役　　兼子　卓三

茅ヶ崎市萩園1235 0467-58-7040古紙

第G00112号 H11.9.14
協和金属産業（株）
　代表取締役　　野々垣　幸夫

川崎市川崎区大川町11－15 044-329-5656金属くず
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00113号 H11.9.8
（株）平沼商店
　代表取締役　　平沼　臣安

小田原市寿町５－20－１ 0465-32-1534金属くず、廃プラスチック類、木くず

第G00114号 H11.11.29
中津金属興業（株）
　代表取締役　　橋本　秀男

厚木市下川入115 046-245-0304金属くず

第G00115号 H11.12.22
（株）兼子
　代表取締役　　兼子　卓三

横浜市中区新山下３－３－20 045-625-0990古紙

第G00116号 H12.1.11
山崎産業（株）
　代表取締役　　山崎　義典

相模原市緑区橋本台３－18－６ 042-773-5390金属くず、廃発泡スチロール

第G00117号 H12.1.21
（株）山室
　代表取締役　　 畑 　俊一

海老名市東柏ヶ谷１－28－18 046-231-2932古紙

（株）高砂産業
第G00118号 H12.1.17

（株）高砂産業
　代表取締役　　渡辺　貴志

高座郡寒川町宮山1886 0467-74-7999金属くず

第G00119号 H12.3.17
（株）タンザワ
　代表取締役　　中村　幸司

秦野市曾屋357 0463-81-1010古紙、金属くず

第G00120号 H12.3.22
海平金属（株）
　代表取締役　　海平　永浩

秦野市平沢182－１ 0463-81-2521金属くず

第G00122号 H12.3.31
こづか（株）
　代表取締役　　小塚　敏文

横浜市都筑区東方町895 045-941-4644古紙

第G00123号 H12.3.31
（株）キタジマ
　代表取締役　　城内　敏雄

横浜市鶴見区北寺尾７－８－36 045-573-9091廃プラスチック類、木くず、建設廃材

9/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00124号 H12.3.31
横浜市ダスト開発（協）
　代表理事　　  髙野　喜八

横浜市神奈川区恵比須町７－７ 045-461-3270古紙

第G00125号 H12.5.29
（株）敷島金属鉱業所
　代表取締役　　米崎　京子

茅ヶ崎市萩園3045 0467-57-0131金属くず

第G00126号 H12.7.4
むさし野紙業（株）
　代表取締役　  小森　修

横浜市港北区高田西１－７－13 045-590-4660古紙

第G00127号 H12.7.4
横浜環境保全（株）
　代表取締役　　高橋　義和

横浜市金沢区鳥浜町２－79、83、88 045-776-0338金属くず、廃発泡スチロール、生ごみ

第G00128号 H12.6.26
和光金属（株）
　代表取締役　　西谷　敬一

相模原市中央区田名4364 042-761-8021金属くず

（株）滝田商会
第G00130号 H12.7.21

（株）滝田商会
　代表取締役　  石井　幸次郎

横浜市磯子区新磯子町６－８ 045-761-4122金属くず、廃プラスチック類

第G00131号 H12.8.25
（株）岩本商店
　代表取締役　　秋元　 薫

小田原市東町５－２－10 0465-35-1265古紙

第G00132号 H12.9.11
株式会社　ワイ・エス・ディ
　代表取締役　　安田　啓三

横浜市金沢区幸浦２－２－９ 045-701-5481金属くず、廃プラスチック類、木くず

第G00133号 H12.9.25
（株）ＥＣＪ
　代表取締役　　重成　敏夫

横浜市戸塚区深谷町1881 045-851-0001金属くず、空き瓶

第G00134号 H12.9.25
（株）東洋スクラップセンター
　代表取締役　　新城　俊男

横浜市鶴見区寛政町24－１ 045-511-3856金属くず

10/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00135号 H13.3.30
三弘紙業（株）
　代表取締役　　上田　晴健

相模原市緑区西橋本１－19－19 042-773-1194古紙

第G00136号 H12.12.15
中田屋（株）
　代表取締役　　鈴木　徹

相模原市緑区西橋本３－10－14 042-773-2001金属くず

第G00138号 H12.12.25
（株）富士紙業
　代表取締役　　宗村　隆寛

横浜市泉区上飯田町4746 045-301-5209古紙

第G00139号 H12.12.25
三誠企業（株）
　代表取締役　　吉野　建介

横浜市旭区上川井町字東根谷1307－２ 045-922-5623金属くず、空き瓶

第G00141号 H13.1.26
（有）清水商店
　代表取締役　　清水　太一

伊勢原市沼目５－17－24 0463-94-3453金属くず

（株）加藤商店
第G00142号 H13.2.9

（株）加藤商店
　代表取締役　　金本　泰明

川崎市川崎区渡田山王町２－16 044-344-5903廃プラスチック類、金属くず

第G00143号 H13.3.30
大西金属（株）
　代表取締役　　大西　晴夫

横浜市瀬谷区阿久和南３－36－５、７ 045-391-7117金属くず

第G00144号 H13.4.25
（有）新城商店
　代表取締役　　新城　 肇

相模原市中央区清新５－11－21 042-772-3014金属くず

第G00145号 H13.5.8
富士金属（株）
　代表取締役　　金原　康次

小田原市国府津2382 0465-48-1555金属くず

第G00147号 H13.5.29
（株）ツルミ紙業
　代表取締役　　奥山　俊一

横浜市鶴見区寛政町22－36 045-501-8203古紙

11/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00148号 H13.6.20
（株）山愛
　代表取締役　　山田　好徳

横浜市青葉区鉄町478 045-973-0721古紙

第G00149号 H13.7.10
佐野商事（株）
　代表取締役　　佐野　勇太郎

秦野市三屋32 0463-82-3500金属くず

第G00151号 H13.7.17
岩本興産（株）　相模原営業所
　代表取締役　　岩本　勲武

相模原市中央区田名塩田１－17－10 042-777-4131金属くず

第G00154号 H13.10.15
（株）黄原商会
　代表取締役　　黄原　宰浩

相模原市中央区清新２－16－11 042-752-3135金属くず

第G00155号 H13.12.17
港建物産（株）
　代表取締役　　坂道　菊夫

川崎市川崎区白石町３－94 044-355-8066建設廃材

（有）京浜金属工業
第G00156号 H14.3.29

（有）京浜金属工業
　代表取締役　　新城　満守

川崎市川崎区浅野町６－３ 044-344-4555金属くず、廃プラスチック類

第G00158号 H14.1.4
（有）和光商店
　代表取締役　　有泉　久司

相模原市緑区川尻1561－１ 042-782-3111金属くず

第G00159号 H14.2.21
（有）浅野商店
　代表取締役　　浅野　弘人

小田原市東町１－13－33 0465-34-3121古紙

第G00160号 H14.5.29
アーバントラスト（有）
　代表取締役　　森谷　行秀

横浜市金沢区幸浦２－３－６ 045-782-0039金属くず、廃プラスチック類、木くず

第G00161号 H14.6.6
須藤開発興業（株）
　代表取締役　　須藤　文朗

川崎市川崎区大川町２－39 044-344-0123建設廃材

12/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00162号 H14.6.28
（有）モガミ
　代表取締役　　影澤　茂喜

横浜市旭区金が谷558－１ 045-951-9050金属くず

第G00163号 H14.7.5
（株）金澤紙業
　代表取締役　　金澤　基彦

横須賀市浦郷町５－2931－82 0468-69-4311古紙

第G00164号 H14.7.11
（株）海山商店
　代表取締役　　崔　聲煩

綾瀬市小園847 0467-78-1864金属くず

第G00165号 H14.7.24
（株）金澤紙業
　代表取締役　　金澤　基彦

厚木市船子42－１ 046-248-1251古紙

第G00166号 H14.7.18
興栄商事（株）
　代表取締役　　岩本　 守

横浜市金沢区福浦１－13－３ 045-785-1133金属くず、廃プラスチック類、木くず

相模化学工業（株）
第G00167号 H14.8.6

相模化学工業（株）
　代表取締役　　河内　則之

相模原市緑区牧野2559 042-689-2633廃プラスチック類

第G00168号 H14.9.25
木材開発（株）
　代表取締役　　 谷 　正剛

川崎市川崎区水江町１－50、62 044-280-1965木くず

第G00169号 H14.10.28
（株）神奈川ウッドエネルギーセンター
　代表取締役　　武松　ひで

横浜市金沢区幸浦１－15－43 045-773-3535
金属くず、木くず、古紙、
廃プラスチック類

第G00170号 H14.12.12
都市環境サービス（株）
　代表取締役　　前田　 亘

愛甲郡愛川町中津字大塚下6825 0462-85-6160廃プラスチック類

第G00172号 H14.11.1
（株）山室
　代表取締役　　 畑 　俊一

藤沢市宮前641－１ 0466-25-5361古紙

13/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00173号 H14.11.13
横浜アルコ（株）
　代表取締役　　魚地　浩司

横浜市戸塚区川上町933 045-823-3090金属くず

第G00174号 H14.11.13
横浜アルコ（株）
　代表取締役　　魚地　浩司

横浜市泉区上飯田町3868 045-805-2559金属くず

第G00176号 H14.12.2
（株）山室
　代表取締役　　 畑 　俊一

横浜市金沢区福浦２－８－４ 045-784-5770古紙

第G00177号 H15.4.16
相模化学工業（株）
　代表取締役　　河内　則之

愛甲郡愛川町角田494－１ 046-284-1120廃プラスチック類

第G00178号 H15.3.7
（株）木下
　代表取締役　　木下 　茂

平塚市大原３－67 0463-32-8638古紙

（株）木下
第G00179号 H15.3.24

（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

川崎市川崎区大師河原１－４－18 044-299-2798古紙

第G00180号 H15.3.24
（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

横浜市鶴見区駒岡２－８－47 045-573-3121古紙

第G00181号 H15.3.31
（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

横浜市戸塚区名瀬町2154 045-811-2558古紙

第G00182号 H15.3.31
（有）小島商店
　代表取締役　　小島　武士

川崎市川崎区田町３－９－５ 044-276-2266金属くず

第G00183号 H15.4.4
門倉工業（株）
　代表取締役　　伊藤　 晃

横浜市戸塚区上矢部町2067－４ 045-811-3541木くず

14/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00184号 H15.4.4
（株）山室
　代表取締役　　 畑 　俊一

横浜市保土ケ谷区上菅田町1393 045-383-3610古紙

第G00185号 H15.6.20
（株）テクノトランス
　代表取締役　  川島  清江

鎌倉市手広６－２－５ 0467-39-1639金属くず、廃プラスチック類

第G00186号 H15.6.30
フジメタルリサイクル（株）
　代表取締役　  松岡　和人

川崎市川崎区浅野町１－15 044-366-3722金属くず

第G00187号 H15.8.18
合同資源サービス（株）
　代表取締役　  俵積田　孝志

相模原市中央区田名塩田３－１－10 042-778-4753古紙

第G00188号 H15.8.29
三誠企業（株）
　代表取締役　　吉野　建介

横浜市鶴見区駒岡５－20－９ 045-582-3196古紙

中央環境開発（株）
第G00189号 H15.9.25

中央環境開発（株）
　代表取締役　  太田　敏則

横浜市金沢区鳥浜町12－39 045-773-6030廃石膏ボード

第G00190号 H15.10.3
（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

川崎市幸区戸手４－12－18 044-544-5611古紙

第G00191号 H15.10.3
（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

川崎市宮前区神木本町１－1611－１ 044-877-8741古紙

第G00192号 H15.10.3
（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

川崎市川崎区桜本１－20－９ 044-266-6162古紙

第G00193号 H15.10.3
（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

横浜市港北区新羽町1643 045-540-0133古紙

15/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00194号 H15.10.20
（株）木下
　代表取締役　　木下　 茂

横浜市戸塚区柏尾町429－１ 045-823-1791古紙

第G00195号 H15.10.20
萬世リサイクルシステムズ（株）
　代表取締役　  藤枝　慎治

横浜市金沢区鳥浜町17－３ 045-769-2526木くず、廃プラスチック類

第G00196号 H15.11.13
フジメタルリサイクル（株）
　代表取締役　  松岡　和人

厚木市酒井1747 0462-28-5111金属くず

第G00197号 H16.1.7
（株）中田
　代表取締役　  中田　敏夫

愛甲郡愛川町中津1008－１ 046-285-1855古紙

第G00198号 H16.2.4
（株）大川商店
　代表取締役　  大川　雅充

鎌倉市笛田１－８－17 0467-31-6810金属くず、廃プラスチック

（有）ビッグサービス
第G00200号 H16.5.14

（有）ビッグサービス
　代表取締役　　藤本　芳彦

横浜市緑区青砥町339－３ 045-935-1777古紙、金属くず、廃プラスチック類

第G00201号 H16.6.4
新井紙材（株）
　代表取締役  　新井　重雄

高座郡寒川町倉見1993－２ 0467-75-3185古紙

第G00202号 H16.6.25
環境衛生管理(株)
　代表取締役  　  田　 昭

横須賀市長沢５－3241 046-848-7887建設廃材

第G00203号 H16.6.28
三友環境サービス(株)
　代表取締役　  今井　伸久

川崎市川崎区浅野町１－12 044-355-5211廃プラスチック類

第G00204号 H16.7.23
(株)森商会
　代表取締役 　  森 　光治

川崎市川崎区白石町３－89、84 044-329-1868金属くず、廃プラスチック類、空き瓶

16/25



登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00205号 H16.8.31
(有)大成金属
　代表取締役　  桑原　吾一

横浜市金沢区鳥浜町12－13 045-772-2679金属くず、廃プラスチック類

第G00206号 H16.8.27
(株)鈴徳
　代表取締役  　加藤　千明

藤沢市葛原1786 0466-48-7781金属くず

第G00207号 H16.10.1
（株）サトウ
　代表取締役　  佐藤　則夫

茅ヶ崎市萩園1074 0467-57-0036金属くず

第G00208号 H16.11.2
こづか（株）
　代表取締役　　小塚　敏文

横浜市磯子区新磯子町10－１ 045-750-5191古紙

第G00209号 H16.11.19
（有）服部商店
　代表取締役  　服部　全助

藤沢市葛原1731－３ 0466-49-1539古紙、廃プラスチック類

丸勝梱包運輸（有）
第G00210号 H16.12.27

丸勝梱包運輸（有）
　代表取締役　  安西　昌一

相模原市中央区下九沢1109－1 042-774-4526 廃プラスチック類、空き瓶、金属くず

第G00211号 H17.2.14
（有）清水紙業
　代表取締役　  岩永　哲弥

川崎市高津区北見方１－30－23 044-833-8611 古紙

第G00212号 H17.3.31
（株）加藤定一商店
　代表取締役　  加藤　千恵子

横浜市金沢区福浦１－14－15 045-785-6295 金属くず、空き瓶

第G00214号 H17.5.2
（有）タイワ
　代表取締役　  宮浦　陽子

横浜市金沢区鳥浜町14－３、14－30 045-771-4764
古紙、金属くず、廃プラスチック類、
建設廃材

第G00215号 H17.5.13
（株）クリーンネットワーク
　代表取締役　  須藤　和彦

横浜市金沢区幸浦２－５－11 045-791-7860
古紙、金属くず、廃プラスチック類、
木くず、建設廃材
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登　録　再　生　事　業　者　名　簿 平成27年3月31日現在

登録番号 登録年月日 名　称 登録事業場所在地 電話番号 再生品目 備　考

第G00216号 H17.5.9
（株）鈴木油脂
　代表取締役  　鈴木　靖夫

伊勢原市石田798 0463-94-3420 動植物性廃油

第G00217号 H17.5.27
（株）清水商店
　代表取締役　  須賀　清文

川崎市幸区小倉807－4 044ｰ588ｰ4361 古紙

第G00218号 H17.6.20
（有）富商
　代表取締役　  富塚　愼一

相模原市緑区橋本台１－31－５ 042-775-2250 古紙

第G00219号 H17.6.8
（株）タカハラ
　代表取締役  　高原　國榮

平塚市四之宮６－11－91 0463-54-2514 古紙

第G00220号 H17.7.6
（株）宮崎
　代表取締役　  梅田　慎吾

愛甲郡愛川町角田357－１ 046-284-5515 古紙

神鋼産業（株）
第G00221号 H17.6.24

神鋼産業（株）
　代表取締役  　清水　孝一

伊勢原市下谷1257 0463-91-3663 廃タイヤ

第G00222号 H17.8.22
（有）柏村商店
　代表取締役　  柏村　保夫

相模原市中央区陽光台７－８－11 042-754-5762 金属くず、空き瓶

第G00223号 H17.9.22
（株）デスポ
　代表取締役  　宮治　鉄夫

横浜市神奈川区菅田町1116 045-473-5500 金属くず

第G00224号 H17.11.8
（株）カンキョウワークス
　代表取締役　  福村　一彦

横浜市旭区上川井町2444－７ 045-920-0233 古紙、廃プラスチック類、木くず

第G00225号 H17.11.9
（有）上村商店
　代表取締役　  上村　千織

南足柄市狩野572 0465-74-9065 金属くず
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第G00227号 H17.12.21
（株）金澤紙業
　代表取締役　  金澤　基彦

横須賀市内川１－７－６ 046-830-5880 古紙

第G00228号 H18.2.7
相模化学工業（株）
　代表取締役  　河内　則之

相模原市緑区根小屋1725 042-780-6550 金属くず、廃プラスチック類

第G00229号 H18.3.27
（有）ティ・アンド・ワイ
　代表取締役　  小川　芳子

海老名市中野３－11－11 046-238-7838 廃プラスチック類

第G00230号 H18.3.7
（有）開成グリーンリサイクルセンター
　代表取締役　  高橋　恒雄

開成町金井島2318－１ 0465-85-5020 剪定枝・生ごみ

第G00232号 H18.3.29
（有）穂坂商店
　代表取締役　  穂坂　往拓

小田原市酒匂２－16－27 0465-47-2734 金属くず

（株）国岡商会
第G00233号 H18.4.27

（株）国岡商会
　代表取締役  　國岡　清孝

横浜市旭区川井宿町169－16 045-958-1066 金属くず

第G00234号 H18.5.11
べストトレーディング（株）
　代表取締役　  栗原　弘延

厚木市金田1143－１ 046-297-5337 金属くず、廃プラスチック類、空き瓶

第G00235号 H18.5.31
二興金属（株）
　代表取締役　  横関　直彦

川崎市川崎区田町３－１－２ 044-276-0031 金属くず

第G00236号 H18.6.8
（株）国岡商会
　代表取締役　  國岡　清孝

横浜市旭区川井宿町170－１、２、３ 045-958-1066 古紙、廃プラスチック類

第G00237号 H18.7.14
（株）グローバルテクノス
　代表取締役　  梅沢　隆之

横浜市旭区川井本町70－７ 045-955-5835 廃プラスチック類
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第G00238号 H18.7.27
（株）甲陽商会
　代表取締役　  佐野　嘉男

川崎市川崎区塩浜２－20－14 044ｰ288-4558 古紙

第G00239号 H18.8.28
（株）カネダ
　代表取締役　  金田　勝俊

茅ヶ崎市堤字東原1132－1 0467-51-6424 金属くず、廃プラスチック類、木くず

第G00240号 H18.9.7
（有）新竹商事
　代表取締役　  長竹　政彦

横浜市旭区今宿南町2216－１ 045-955-0638 古紙、金属くず

第G00241号 H18.9.21
木村管工（株）
　代表取締役　  木村　 徹

横浜市瀬谷区北町20－20
横浜市瀬谷区目黒町 ９－７

045-922-2179 ガラスくず及び陶磁器くず、建設廃材

第G00242号 H18.10.26
（株）旭商会
　代表取締役　  根本　敏子

相模原市緑区橋本台２－2181－１ 042-772-4831 金属くず、廃プラスチック類

（有）田村商工
第G00243号 H18.12.7

（有）田村商工
　代表取締役　  田村　孝二

横浜市金沢区鳥浜町12－15 045-774-4405 金属くず、廃プラスチック類

第G00244号 H18.12.26
（株）門倉商店
　代表取締役　  石渡　 隆

横須賀市久里浜１－2000 046-834-1122 金属くず

第G00245号 H18.12.27
（株）ツルミ紙業
　代表取締役  　奥山　俊一

横浜市鶴見区寛政町25－10 045-501-8203 古紙

第G00246号 H19.1.25
（株）藤原商店
　代表取締役　  藤原　義也

海老名市上郷４－2710－１　ほか 046-236-1616 金属くず

第G00247号 H19.2.15
新井　鐘虎
 　（屋号　新井商店）

相模原市中央区緑が丘１－32－30 042-756-5155 金属くず
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第G00249号 H19.3.14
（株）キタジマ
　代表取締役  　城内　敏雄

横浜市鶴見区駒岡２－７－12 045-584-3118 廃プラスチック類

第G00250号 H19.4.2
アライ・リステム（株）
　代表取締役　  新井  宏信

足柄上郡山北町山北2960 0465-79-1311 金属くず、廃プラスチック類

第G00251号 H14.5.22
（有）マルニ商店
　代表取締役　  栗原　晴彦

横浜市金沢区福浦一丁目15番地３、４ 045-311-5648 空き瓶

第G00252号 H19.5.8
（株）エコプロ
  代表取締役　  中平  昌泰

川崎市川崎区浅野町７－７ 044-355-0596 金属くず

第G00253号 H19.5.1
（有）新井商店
  代表取締役　  新井  春五

小田原市中新田329 0465-47-2254 金属くず

横浜エコロジー（株）
第G00254号 H19.5.25

横浜エコロジー（株）
　代表取締役　  池田　敏克

横浜市金沢区幸浦１－４－２ 045-778-1153 木くず

第G00255号 H19.7.5
川崎市資源リサイクル協同組合
　代表理事　    川島　英一郎

川崎市川崎区夜光３－１－３ 044-244-2666 金属くず

第G00257号 H19.8.14
大野産業（株）
  代表取締役　  竹内　一夫

相模原市南区麻溝台１丁目1342-1、1342-
2、1343-1

042-767-7535 金属くず、空き瓶、古紙

第G00258号 H19.8.14
（株）北相模環境管理開発
  代表取締役　  小山　秀文

相模原市緑区青根字橋津原1085外10筆 042-687-4545 金属くず、空き瓶、廃プラスチック類

第G00259号 H19.8.29
（有）高橋商店
  代表取締役　  高橋　辰彦

相模原市緑区大島3552番地 042-763-2185 金属くず
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第G00260号 H19.8.29
全協金属（株）
  代表取締役　  岡村　篤秀

座間市相模が丘六丁目38番1号 046-251-5266 金属くず

第G00261号 H19.9.10
（株）廣瀬商店
  代表取締役　  廣瀬　征夫

横浜市南区日枝町１丁目33番地 046-251-7336 古紙

第G00263号 H19.9.21
南開工業（株）
  代表取締役　  中村　仁

南足柄市千津島2359番地2 0465-74-4675　廃プラスチック類

第G00264号 H19.9.21
南開工業（株）
  代表取締役　  中村　 仁

開成町宮台646番地 0465-83-3338 廃プラスチック類

第G00265号 H19.10.4
（株）協同商店
  代表取締役　  古川　昌史

相模原市中央区南橋本４丁目46-４、46-５ 042-770-3008 金属くず

横浜市資源リサイクル事業協同組合
第G00266号 H19.10.24

横浜市資源リサイクル事業協同組合
  理事長　      髙田  哲二

横浜市神奈川区山内町13番地 045-444-2531 古紙

第G00267号 H19.12.10
（株）門倉商店
  代表取締役  　門倉　衛

平塚市中堂15番10号 0463-21-2536 金属くず

第G00268号 H19.12.25
（株）パインネット
  代表取締役  　平野　光英

相模原市南区麻溝台1443番地 042-777-1901 金属くず

第G00270号 H19.12.28
南開工業（株）
  代表取締役　  中村 　仁

南足柄市千津島2359番地４ 0465-74-4675 廃プラスチック類

第G00271号 H20.3.17
中央環境開発（株）
　代表取締役　  太田　敏則

愛甲郡愛川町角田960番地 046-285-6220 廃石膏ボード剥離紙
剥離紙に付着した石膏
粉は建材への再生に限
る。
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第G00272号 H20.3.19
（株）神港商会
　代表取締役　  岡田　純子

横浜市都筑区川向町847 045-433-1581 金属くず、空き瓶、廃プラスチック類

第G00273号 H20.3.27
（株）丸河紙業
　代表取締役　  河本  千恵子

相模原市中央区淵野辺１－20－６ 042-453-0905 古紙

第G00274号 H20.7.18
リネックス（有）
　代表取締役　  工藤  広樹

高座郡寒川町田端1578-21 0463-72-2863
金属くず、空き瓶、廃プラスチック類、
木くず

第G00275号 H20.8.28
（株）環境アシスト
　代表取締役　  吉本　眞一郎

相模原市中央区田名塩田一丁目１番１号 042-763-1755 金属くず、廃プラスチック類

第G00276号 H20.11.10
マサキ産業（株）
　代表取締役　  服部 　勉

川崎市川崎区下並木13番７号、９号
川崎市川崎区堤根３９－１

044-244-1575 廃油

愛鋼商会（株）
第G00278号 H21.3.4

愛鋼商会（株）
　代表取締役　  秋山　浩二

厚木市金田1107番地７外２筆 046-297-4153 金属くず

第G00279号 H21.6.12
（株）共益商会
　代表取締役　  赤染　清康

横浜市港北区大倉山６丁目１番11番地 045-546-1611 古紙

第G00280号 H21.10.9
（有）青木商店
　代表取締役　  青木　幸男

平塚市中堂15番12号 0463-25-1138
古紙、金属くず、廃プラスチック類、
木くず

第G00281号 H22.2.5
（有）橋本金属
　代表取締役　   寄 　世士

足柄下郡湯河原町土肥四丁目16番地の12 0465-62-7266 金属くず

第G00282号 H22.3.8
（株）駿河サービス工業
　代表取締役　  久保田　勇輝

松田町松田惣領 2655-1外10筆 0465-85-5301 木くず
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第G00283号 H22.3.24
（株）モガミ
　代表取締役　  影澤　茂喜

横浜市泉区上飯田町288 045-309-3370 金属くず

第G00284号 H22.6.7
こづか（株）
　代表取締役　  小塚　敏文

横浜市都筑区川和町247番地 045-929-1931 古紙

第G00285号 H22.6.15
武松商事（株）
　代表取締役　  金森　和哉

横浜市金沢区鳥浜町14－27 045-773-2913 古紙

第G00286号 H22.12.20
（株）植照
　代表取締役　  石川　照二

横浜市緑区長津田町3641-1、3640-1、
5815-275

045-924-6211 木くず

第G00287号 H23.3.7
東名紙材（株）
　代表取締役　  神谷　史朗

平塚市東八幡三丁目16番７号 0463-22-5650 古紙

（株）山芳園
第G00288号 H23.5.30

（株）山芳園
　代表取締役　  中澤　朗久

横浜市都筑区池辺町1587番地、1588番地 045-944-4609 木くず

第G00289号 H23.6.17
大西金属（株）
　代表取締役　  大西　晴夫

横浜市金沢区鳥浜町13番地９ 045-769-0024 金属くず

第G00290号 H23.9.6
ジャパンウェイスト（株）
　代表取締役　  武内　義勝

川崎市川崎区扇町５－33 045-718-5304 廃プラスチック類

第G00291号 H23.12.22
（有）タムラメタル
　代表取締役　  田村　久雄

横浜市南区浦舟町五丁目73番地 045-231-6759 金属くず

第G00292号 H24.2.22
（株）旭商会
　代表取締役　  根本　敏子

相模原市緑区橋本台二丁目3210番６ 042-771-3558 廃トナー類
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第G00293号 H24.7.24
（株）マルコ
　代表取締役　   平 　由紀子

横須賀市浦郷町五丁目2931番地98 046-869-5001 金属くず、廃プラスチック類、木くず

第G00294号 H24.9.18
（有）三森興産
　代表取締役　  三森　東亜

横浜市鶴見区獅子ヶ谷２－34－21 045-576-0311 金属くず

第G00295号 H24.11.6
ジャパンバイオエナジー（株）
　代表取締役　  八田　堅嗣

川崎市川崎区扇町12番７号 044-201-6780 木くず

第G00296号 H25.4.23
（株）ラビックス
　代表取締役　　加藤　大升

横浜市金沢区福浦一丁目14番地１号 045-342-5380 ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類

第G00297号 H25.8.28
（株）横浜エコ
　代表取締役　　廣地　弘昭

横浜市泉区上飯田町4609番地 045-300-3101 金属くず

相模原紙業（株）
第G00298号 H26.1.29

相模原紙業（株）
　代表取締役　　有馬　和之

相模原市中央区南橋本一丁目18番15号 042-773-3508 古紙、金属くず、空き瓶

第G00299号 H26.10.22
フルハシバイオ（株）
　代表取締役　　天野　幹也

平塚市東八幡四丁目1274番4ほか３筆 0463-20-5112 木くず

第G00300号 H26.10.21
（株）富澤
　代表取締役　　冨澤　進一

厚木市下依知２５３番地の３ 048－227-3098古紙

第G00301号 H26.10.21
（株）山芳園
　代表取締役　　中澤　朗久

座間市小松原１－１２－１７ 045-944-4609 木くず

第G00302号 H27.1.30
（株）KOHWA
　代表取締役　　岸　備

相模原市中央区南橋本四丁目3番27号 042-703-0780 金属くず、廃プラスチック類
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