一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧（令和２年１２月３１日現在）
業 者 名

住
所
電話番号
㈲田中商店
宇部市黒石北二丁目９番４３－７号
0836-41-1366
㈱ビクシガル
山陽小野田市大字有帆２８０番地１９
0836-83-8454
㈲ 茂山製鋼原料
宇部市大字末信３５番地の１
0836-41-0644
㈲栄進運輸
山陽小野田市北竜王町１５番２３号
0836-83-4181
吉川 龍雄
山陽小野田市大字千崎４４５番地１
090-6408-1031
ヘキムラ興業㈱
山陽小野田市日の出三丁目８番３０号
0836-84-7311
（合）スマイルサポート
山陽小野田市高栄二丁目９番２６号
0836-43-9563
(有)木原石水園
山陽小野田市揥山二丁目２６番１４号
0836-83-5669
㈱ 島津商会
山陽小野田市新沖三丁目１番２６号
0836-88-2900
特定非営利活動法人あけぼの会
山陽小野田市千代町一丁目２番２８号
0836-83-8803
吉南㈱
宇部市大字善和字上瀬戸原１８９番７
0836-88-1749
木田 英二（六甲金属）
宇部市大字際波３５５番地４６
0836-41-5875
0836-41-8048
河原和雄
宇部市大字東須恵１９２番地１１
090-7544-5141
㈱カイセイ
宇部市大字上宇部２５５９番地の２４
0836-35-1335
日立建設 ㈱
宇部市大字妻崎開作７２０番地
0836-41-5111
㈲ エコ・サポート
宇部市大字際波６６０番５
0836-44-9513
㈱リーテック
宇部市文京町８番７号
0836-34-2252
㈲ユー工業
山陽小野田市大字小野田２８５０番地の１
0836-88-4714
青海島開発㈲
長門市仙崎２５８３番地
0837-26-2221
(有)宇部市中高年齢者事業団
宇部市開一丁目１番５５号
0836-35-0081
アポ企画（佐々木 敏夫）
山陽小野田市自由ヶ丘１番１０号
0836-84-7292
㈱アースクリエイティブ
宇部市大字妻崎開作１３１９番地の１
0836-41-0377
小野田通運㈱
山陽小野田市栄町７番６号
0836-83-2758
㈱ 三宅商事
山口市旭通り二丁目１番３４号
083-922-4100
福岡産業㈱
下関市筋ヶ浜町４番１号
083-222-7590
㈱田辺商会
宇部市大字車地５１９の１番地
0836-62-1435
（公社）山陽小野田市シルバー人材センター 山陽小野田市中川二丁目４番１６号
0836-84-0448
㈲三榮美研サービス
山陽小野田市大字西高泊１１０３２番地の１２ 0836-84-3839
(有)晃栄産業
山陽小野田市大字西高泊１３５０番地の１１ 0836-83-5340
㈱藤井商店
宇部市大字東須恵２６８２番地１
0836-41-2486
㈲長陽衛生社
山陽小野田市北竜王町４番１８号
0836-84-7702
㈲ 髙田庭園
山陽小野田市大字東高泊４番地の８
0836-84-0247
㈲歩産業
宇部市浜田一丁目３番２号
0836-43-6627
山川 武雄（山陽資源）
宇部市厚南北二丁目２１番２６号
0836-43-0711
㈲ 関門清掃センター
下関市羽山町２２番１０号
083-222-9989
ミツヤ工業㈱
宇部市大字木田５０３番地
0836-62-0031
西部マリン・サービス㈱
山陽小野田市大字西沖５番地
0836-88-1173
三共興産 ㈱
宇部市大字中野開作四ノ割３８１番１８
0836-44-1300
㈱ 西日本グリーンリサイクル
山口市阿知須２４２３番地９９
0836-66-0832
㈱ 宇部興産総合サービス
宇部市相生町８番１号
0836-22-0033
企業組合小野田市中高年雇用福祉事業団 山陽小野田市赤崎三丁目２番１９
0836-83-9437
有好 郁二（有好造園）
山陽小野田市大字小野田５１３０番地２２
0836-84-1696
㈲ 久組
宇部市西梶返一丁目３番６号
0836-31-5395
宇部環境保全事業協同組合
宇部市西平原二丁目７番１号
0836-33-9327
協伸産業 ㈱
宇部市西本町二丁目１２番１０号
0836-88-0751
共同産業 ㈱
山陽小野田市大字小野田６２８９番地の１
0836-83-3500
諸月商店
宇部市大字妻崎開作２０１１番地５
0836-33-5620
㈱ 白清社
宇部市大字東岐波字大石１６９７番地
0836-58-6111
㈱ 三城商事
宇部市西平原二丁目７番１号
0836-33-6903
㈲ 岩本商会
宇部市昭和町三丁目１５番３号
0836-33-4578
リサイクル倉庫・トータルガレージ
宇部市則貞三丁目９番１８－８号
0836-22-1868

㈱ループ
㈲ ヒロモト
竹元製畳所（竹元康彦）
㈱ 吉田興産
㈲ ジー・ケーサービス
㈱西部環境サービス
平和産業 ㈱
㈲緑化社
㈲ グローバルシステム
中国技建㈲
リサイクル百貨イナゴ
かわさき㈱
吉村商会 ㈱
㈱ヒラタ
三共運輸㈱
㈱セイザン
シンユウ商店
㈲昇和土木
㈲ 安部運送
㈲ 草田産業
山下工業㈱
㈱ ひらた
内田造園
坂井 澄衛
特定非営利活動法人手をつなぐ育成会
㈲美祢環境クリーン
中原興業㈱
㈲大新金属商会
たなべ
㈱エコル
株式会社 セルス中国環境資材
石橋 豪
㈲モトヤマ
松永貨物㈲
㈲アマノ組
㈲髙木産業
(合)山陽清掃社
㈱イノウエ
田中造園
嶋田工業㈱
㈱下関植木
大栄建設㈱
㈱晃栄
橋本工務店（橋本信彦）

宇部市大字中宇部１７３４番地３
0836-39-5611
下関市ゆめタウン２番１２号
0823-48-4321
山陽小野田市大字西高泊７７６番地３７
0836-83-5178
山陽小野田市大字小野田６３２６番地３
0836-83-8811
宇部市新町１０番２１号
0836-21-0315
宇部市大字際波６６６番地３
0836-44-1178
山陽小野田市大字東高泊字洲賀１５６１番９ 0836-83-3690
宇部市西宇部北六丁目８番２８号
0836-41-9434
山口市佐山４８３６番地１
083-988-2323
山陽小野田市高栄一丁目３番６号
0836-83-2370
宇部市大字妻崎開作７２２番地
0836-39-5417
山陽小野田市高千帆二丁目１番７号
0836-84-8311
宇部市中野開作２８２番地４
0836-41-3570
宇部市大字上宇部２８１２番地
0836-35-7144
山陽小野田市大字西高泊１２２５番地の６
0836-83-3455
山陽小野田市大字有帆１７００番地５
0836-81-5353
宇部市大字広瀬無番地
0836-41-6076
山陽小野田市大字山川７９５番地６
0836-73-1119
山陽小野田市大字西高泊６０２番地の３
0836-83-2995
山陽小野田市大字山川７７１番地１
0836-72-0675
山陽小野田市大字有帆７０番地３９
0836-83-7838
山口市仁保上郷３７４番地
083-929-0740
山陽小野田市柿の木坂二丁目１５番１号
0836-84-9298
山陽小野田市赤崎四丁目１０番１号
0836-88-0161
山陽小野田市日の出三丁目１４番５号
0836-83-5304
美祢市伊佐町伊佐２７６５番地９
0837-53-1188
山陽小野田市新沖三丁目１番２２号
0836-88-3110
宇部市大字川上６９７番地の３０
0836-31-0900
宇部市大字善和２３４番地
0836-62-1445
宇部市大字川上字下面井手１０６６番１
0836-34-1885
宇部市善和瀬戸原２０３－１４９
0386-62-5689
山陽小野田市新生一丁目９番３号
090-3985-8662
山陽小野田市日の出二丁目１０番２号
0836-84-0987
宇部市大字東岐波字横尾村７４６番１
0836-39-8913
宇部市大字瓜生野４６７番地の１
0836-62-0278
下関市小月西の台３番１７号
0832-82-1665
山陽小野田市大字鴨庄８５番地の１
0836-72-0202
山陽小野田市大字埴生１３８８番地２５
0836-76-2787
山陽小野田市大字小野田７１５９番地
0836-83-2466
山陽小野田市大字西高泊６３１番地の１１
0836-83-1111
下関市古屋町一丁目１２番３号
083-252-2000
宇部市北琴芝二丁目１２番１－２号
0836-21-8136
山陽小野田市大字西高泊１９８０番地
0836-84-3520
山陽小野田市大字厚狭９７６番地１
0836-73-1110

