事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表（許可番号順）
※委託内容については、許可業者に相談してください。
№

業者名

所在地

電話番号

1 株式会社 野間工業

防府市大字牟礼10987番地の5

0835-21-1299

2 永松 勝則（グリーン・エコ山口）

防府市桑山二丁目11番14号

0835-36-0551

3 株式会社 ＩＳＯＮＯ

山口市下小鯖347番地2

083-927-0990

4 株式会社 権代工業

防府市敷山町38番3号

0835-24-1924

5 株式会社 三宅商事

山口市旭通り二丁目1番34号

083-922-4100

6 株式会社 宮内建設

防府市大字西浦3418番1

0835-29-3449

7 有限会社 周防ビル

防府市大字下右田1058番地の4

0835-22-3085

8 住香 直彦（スペーストラスト山口） 防府市自由ケ丘三丁目19番19号

0835-52-1830

9 木本建設株式会社

防府市大字浜方48番地の2

0835-22-1005

10 大和建設有限会社

防府市清水町3番49号

0835-24-0556

11 有限会社 ディーボックス

山口市若宮町1番76号

083-995-1234

12 中司興業株式会社

防府市大字田島1800番地8

0835-29-0321

13 株式会社 西原資源

広島市中区光南六丁目2番40号

082-248-1010

14 株式会社 ただおザウルス

周南市浜田一丁目6番5号

0834-63-3279

15 株式会社 ユタカ産業

防府市沖今宿2丁目20番15号

0835-21-2733

16 相互環境サービス有限会社

広島市西区三篠町二丁目2-27

082-238-2772

17 有限会社 光田商店

山口市三和町6番5号

083-902-8777

18 日立建設株式会社

宇部市大字妻崎開作720番地

0836-41-5111

19 株式会社 モナポライズ

山口市大内御堀3953番地1

083-902-3455

20 有限会社 アント商事

山口市大内矢田南八丁目8番33号

083-927-2835

21 株式会社 だるま

防府市迫戸町3番16号

0835-38-2077

22 株式会社 星山リサイクル

防府市三田尻二丁目11番37号

0835-22-1823

23 株式会社 維新

山口市秋穂東1555番地1

083-984-5855

24 有限会社 ヒロモト

下関市ゆめタウン2番12号

083-248-4321

25 三戸建設株式会社

防府市大字仁井令902番地

0835-23-2153

26 有限会社 サンヨー緑樹園

防府市大字下右田644番地の1

0835-23-3037

27 長峯 史郎（長峰商店）

防府市勝間三丁目9番6号

0835-22-2861

28 株式会社 ホーエー

防府市大字新田374番地

0835-22-5776

29 有限会社 谷口総業

防府市大字田島1972番地の1

0835-39-2030

30 有限会社 カワムラクリーン

防府市勝間三丁目2番49号

0835-25-7792

31 太田 寿之（太田商店）

防府市三田尻二丁目9番43号

0835-22-1475

32 株式会社 羽嶋松翠園

防府市大字下右田647番地

0835-23-3615

33 有限会社 協同産業

防府市駅南町7番37号

0835-21-2825

34 防府環境設備株式会社

防府市大字新田375番地

0835-22-5620

35 有限会社 藤井開発興業

防府市大字田島32番地の2

0835-21-2399

36 桝倉産業株式会社

防府市大字台道1155番地の1

0835-32-3233

37 株式会社 伊藤工業

防府市高倉一丁目17番3号

0835-38-2727

38 株式会社 井藤商店

山口市小郡上郷3583番地1

083-972-5883

39 山陽建設工業株式会社

防府市大字新田532番地の1

0835-23-2441

40 株式会社 糸永工業

防府市大字伊佐江252番地の3

0835-23-0277

41 内崎建設株式会社

防府市大字浜方924番地

0835-29-0540

42 有限会社 綜合サービス防府支店 防府市大字植松1348番地6

0835-39-1007

43 西日本運輸株式会社

防府市大字植松1348番地6

0835-28-8348

44 株式会社 ひらた

山口市仁保上郷374番地

083-929-0740

45 モラル産業有限会社

防府市大字佐野198番地の1

0835-25-4626

46 株式会社 米本重建

防府市大字大崎395番地3

0835-24-0834

47 株式会社 木本商店

防府市開出西町4番7号

0835-22-5529

48 株式会社 かみむら

防府市大字牟礼1913番地

0835-21-5675

49 有限会社 グローバルシステム

山口市佐山4836番地1

083-988-2323

50 藤本工業株式会社

防府市佐波一丁目9番19号

0835-22-3910
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51 株式会社 徳山ビルサービス

周南市大字栗屋50番地の11

0834-36-3880

52 有限会社 長谷川産商

防府市大字植松125番地の2

0835-23-4966

53 株式会社 ティエムエス

防府市大字植松1859番地の3

0835-28-0066

54 有限会社 オカザキ

防府市大字江泊2494番地の1

0835-21-3008

55 山口資源株式会社

防府市大字植松1886番地

0835-26-6115

56 有限会社 クリーン山口

山口市宮野下1395番地1

083-902-2100

57 株式会社 礒野商店

防府市華浦二丁目11番7号

0835-22-0443

58 株式会社 エコ・クリーンヒラタ

防府市大字奈美725番地の8

0835-38-2401

59 山一運輸興業株式会社

山口市朝田10601番地25

083-934-8153

60 株式会社 山本興業

防府市大字江泊773番地の1

0835-24-2440

61 株式会社 ダイム

防府市大字牟礼42番地の30

0835-27-0181

62 Ｍ・Ｓ・Ｇ商事

防府市大字新田788番地の7

0835-25-7730

63 青木工業運輸株式会社

周南市浜田一丁目2番5号

0834-63-1220

木くず等リサイクル限定

64 株式会社 総林

山口市阿知須7181番地3

0836-65-5400

木くず等リサイクル限定

65 株式会社 アースクリエイティブ

宇部市大字上宇部2842番地30

0836-43-6112

食品リサイクル限定

66 株式会社 ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町3番25号

公共関係

67 ヨシタケ建設株式会社

防府市開出本町5番25号

公共関係

68

防府市八王子二丁目8番9号

公共関係

防府市仁井令町22番36号

公共関係

公益社団法人 防府市シルバー人材センター

69 河村建設

70 社会福祉法人 防府市社会福祉事業団 防府市鞠生町12番2号

公共関係

71 日本通運株式会社

公共関係

東京都千代田区神田和泉町2番地
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