
令和４年７月４日現在

No. 業者名※ 業 郵便番号 住所

1 (有)アームズ 収運業 470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字北野渕２３１１番地５

2 (有)あいち商會 収運業 444-0423 愛知県西尾市中畑町神明前5-3

3 (有)浅井商店 収運業 456-0027 名古屋市熱田区旗屋二丁目８番１５号

4 (有)アンコム 収運業 446-0052 愛知県安城市福釜町尾山１４番地

5 (有)伍三処理商会 収運業 471-0848 豊田市本地町一丁目６８番地５

6 (株)岩田清掃 収運業 489-0975 愛知県瀬戸市山の田町４３番地の３０３

7 江口　裕康（ベンリー豊田店） 収運業 444-2145 岡崎市東蔵前１丁目８番地５

8 (株)大谷商事 収運業 470-0348 豊田市貝津町西向畑７番地

9 (株)岡冨士 収運業 470-0131 愛知県日進市岩崎町神明１６番地の２

10 (株)カネウミ 収運業 471-0832 豊田市丸山町四丁目７番地１

11 クリーンテックサービス 収運業 489-0962 愛知県瀬戸市大坪町１７０番地の１

12 (株)河上澄夫商店 収運業 471-0867 豊田市常盤町二丁目５５番地

13 (有)河口商店 収運業 444-0075 愛知県岡崎市伊賀町字七丁目１１７番地

14 川原産業　合名会社 収運業 471-0048 豊田市高崎町新池４番地４

15 (株)コスモクリーンサービス 収運業 444-0522 愛知県西尾市吉良町下横須賀加長割４７番地４

16 (有)コスモテクノ 収運業 463-0089 名古屋市守山区西川原町８２番地

17 小松開発工業(株) 収運業 448-0857 愛知県刈谷市大手町二丁目１５番地

18 コメジ・ソシオ(株) 収運業 444-2216 豊田市九久平町簗場２６番地３

19 (有)猿投衛生社 収運業 471-0056 豊田市白山町七曲１２番地１０３１

20 三栄工業(株） 収運業 473-0933 豊田市高岡町東浦１０番地

21 サンスイサービス(株) 収運業 458-0801 名古屋市緑区鳴海町字母呂後６番地

22 (株)三清社 収運業 450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目４番１０号

23 (株)重原産業 収運業 470-0344 豊田市保見町南山２０５番地

24 (有)杉本産業 収運業 470-1201 豊田市豊栄町十丁目２１１番地

25 (株)鈴鍵 収運業 470-0312 豊田市中金町塚ノ本１１１番地３

26 中日コプロ(株) 収運業 464-0851 名古屋市千種区今池南２６番４号

27 (有)中部メンテナンス 収運業 471-0833 豊田市山之手一丁目７６番地１

28 坪井金属(有) 収運業 485-0826 愛知県小牧市大字東田中字東嶋２０５７番１

29 テムズ中日(株) 収運業 471-0833 豊田市山之手十丁目２３番９

30 (有)東海美化 収運業 444-0244 愛知県岡崎市下青野町字太田川原３番地２

31 (株)東助 収運業 473-0901 豊田市御幸本町七丁目３０５番地２

32 東清掃(株) 収運業 444-1201 愛知県安城市石井町石原５５番地１

33 (株)トーアクリーン 収運業 444-1211 愛知県安城市根崎町東新切２番地２

34 (株)都市環境サービス　 収運業 471-0865 豊田市松ヶ枝町三丁目２８番地１

35 トヨキン(株) 収運業 471-0836 豊田市鴻ノ巣町三丁目３３番地

36 トヨタ衛生保繕(株) 収運業 471-0061 豊田市若草町一丁目１番地１

37 豊田産棄(株) 収運業 473-0911 豊田市本町寺田１６番地１

38 (株)日本クリーナー 収運業 471-0865 豊田市松ケ枝町三丁目１番地３

39 日本ロード・メンテナンス(株) 収運業 108-0023 東京都港区芝浦四丁目１７番４号

40 (有)林起業 収運業 470-0375 豊田市亀首町金山１６番地３

41 ヒラテ産業(有) 収運業 448-0855 愛知県刈谷市大正町六丁目２０３番地

一般廃棄物収集運搬（ごみ）許可業者一覧表



42 (株)富士商行 収運業 486-0802 愛知県春日井市桃山町三丁目１９１番地

43 豊光工業(株) 収運業 470-1205 豊田市永覚町梨畔６１番地１

44 豊昭工業(株) 収運業 473-0939 豊田市堤本町山畑６７番地

45 ホーメックス(株) 収運業 471-0865 豊田市松ヶ枝町三丁目３０番地

46 本町興業(株) 収運業 473-0912 豊田市広田町広田１３番地７

47 (有)マツヤマ 収運業 471-0064 豊田市梅坪町六丁目７番地２

48 (有)丸和トラストジャパン 収運業 471-0832 豊田市丸山町五丁目２１番地

49 (有)万三サービス 収運業 470-1218 豊田市上郷町三丁目１２番地１５

50 (株)三矢 収運業 470-0342 豊田市大清水町原山３７番地３

51 (株)モダン装美 収運業 471-0807 豊田市広川町五丁目１０７番地

52 モリ環境衛生センター(株) 収運業 471-0033 豊田市月見町一丁目１番地５

53 安田工業(株) 収運業 473-0932 豊田市堤町寺池９３番地

54 (有)ヤハギエコノス 収運業 470-0424 豊田市御作町亀割１１６５番地７

55 (有)山鹿商会 収運業 471-0079 豊田市陣中町二丁目19番地1　森本店舗ハ号

56 山下　明宏（すまいるサポート豊田） 収運業 471-0855 豊田市柿本町４丁目５０番地９

57 (有)山中商事 収運業 470-1216 豊田市和会町上折場１番地１

58 (有)豊クリーン 収運業 470-0309 豊田市西広瀬町神田７３４番地３

59 (株)ユニオンサービス 収運業 459-8001 名古屋市緑区大高町字追風２３番地の１

60 (株)ワコー商事 収運業 470-0371 豊田市御船町山ノ神５６番地１１９

※50音順（ただし、株式会社等は除く）

令和４年７月４日現在

No. 業者名※ 業 郵便番号 住所

1 (有)猿投衛生社 収運業 471-0056 豊田市白山町七曲１２番地１０３１

2 浄化槽管理センター(株) 収運業 471-0806 豊田市森町一丁目９２番地

3 知立衛生(株) 収運業 472-0022 愛知県知立市山屋敷町見社２１番地

4 (株)東海環境衛生社 収運業 421-1213 静岡市葵区山崎一丁目４番地の２８

5 東清掃(株) 収運業 444-1201 愛知県安城市石井町石原５５番地１

6 (株)豊環 収運業 473-0902 豊田市大林町四丁目８番地

7 トヨタ衛生保繕(株) 収運業 471-0061 豊田市若草町一丁目１番地１

8 (株)光商事 収運業 444-2137 愛知県岡崎市薮田二丁目１２番地８

9 (有)ヤハギエコノス 収運業 470-0424 豊田市御作町亀割１１６５番地７

※50音順（ただし、株式会社等は除く）

令和４年７月４日現在

No. 業者名※ 業 郵便番号 住所

1 コメジ・ソシオ(株) 処分業 444-2216 豊田市九久平町簗場２６番地３

2 (株)鈴鍵 処分業 470-0312 豊田市中金町塚ノ本１１１番地３

3 フルハシＥＰＯ(株) 処分業 460-0022 名古屋市中区金山一丁目１４番１８号

※50音順（ただし、株式会社等は除く）

一般廃棄物収集運搬（し尿・浄化槽汚泥）許可業者一覧表

一般廃棄物処分業許可業者一覧表


