「廃安定器の適正処理推進に関する研修会」
参加企業情報
※ 企業ごとに営業地域、営業内容等が異なりますので、ご注意下さい。
※ 同様の情報は、「公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団」のホームページでも
公開しております。http://www.sanpainet.or.jp/service/service05_3.html

（１）
会社名

株式会社 テクノ中部

連絡先

営業部 営業グループ 課長 柴本 育生
住所：愛知県名古屋市港区大江町 3 番 12
電話番号：052-614-7164
メールアドレス：shibamoto-ikuo@techno-chubu.co.jp

（２）
会社名

三友プラントサービス株式会社

連絡先

PCB 営業部 次長 佐藤 睦
住所： 神奈川県相模原市緑区橋本台 1-8-21
電話番号：042-773-2541
メールアドレス：a.sato@g-sanyu.co.jp

（３）
会社名

株式会社 万力

連絡先

代表取締役 渡部 高大
住所：埼玉県上尾市小敷谷 711 番地 6
電話番号：048-781-5284
メールアドレス：watanabe.t@banriki.com

（４）
会社名

松田産業株式会社

連絡先

環境ソリューション事業部 ロジスティクス部 物流課
課長代理 酒井 亮
住所：埼玉県狭山市広瀬台２－１６－４１
電話番号：04-2900-0133
メールアドレス：sakai-a@matsuda-sangyo.co.jp

（５）
会社名

甲陽興産株式会社

連絡先

営業企画部 主任 宝本 和也
住所：滋賀県甲賀市甲賀町大原市場 922
電話番号：0748-88-5380
メールアドレス：takaramoto@koyo-eco.net

（６）
会社名

株式会社 エコ・ポリス

連絡先

ＰＣＢ事業部 課長 穐吉 亮次
ＰＣＢ事業部 課長代理 藤方 啓行
住所：愛知県名古屋市西区児玉三丁目 7 番 19 号
電話番号：052-522-5374
メールアドレス：info@eco-police.com

（７）
会社名

ティー・ビー・ロジスティックス株式会社

連絡先

環境ソリューション部 営業課
住所：埼玉県八潮市浮塚 331 番地 1
電話番号：048-994-1311
メールアドレス：info@t-b-l.co.jp

（８）
会社名

ＪＦＥ環境株式会社

連絡先

営業本部

ソリューション営業部 ＰＣＢ営業室
室長 濱田 恒徳（はまだ つねのり）
住所：神奈川県横浜市鶴見区弁天町 3 番地（2 号館 1Ｆ）
電話番号：045-502-4047
メールアドレス：tsunenori-hamada@jfe-kankyo.co.jp

（９）
会社名

株式会社 日立物流首都圏

連絡先

野田営業部 営業グループ 部長補佐 須藤 誉人
住所：〒270-1406 千葉県白井市中１４９－１
電話番号：047-492-6091
メールアドレス：t-sudo@hitachi-transportsystem.com

（10）
会社名

株式会社 日立物流西日本

連絡先

関西機工センター 機工営業所 池田 賢一郎
住所：大阪府茨木市三咲町５－２６
電話番号：072-625-0553
メールアドレス：ke-ikeda@hitachi-transportsystem.com

（11）
会社名

株式会社日本プロフィックス・エンジニアリング

連絡先

環境ソリューション本部 営業統括部 営業企画課
チームリーダー 藤原 章雄
住所： 東京都千代田区九段北 1-4-5
北の丸グラスゲート 6 階 A
電話番号： 03-3221-1116
メールアドレス： fujiwara@j-profix.co.jp

（12）
会社名

株式会社 日立物流

連絡先

重量機工本部 第二営業部 部長補佐 森田 裕治
住所： 東京都江東区東陽７－２－１８
電話番号： 03-5634-1427
メールアドレス：y-morita@hitachi-transportsystem.com

（13）
会社名

株式会社 エスアール

連絡先

取締役社長 坂口 純則
住所： 神奈川県厚木市上依知１２６０－１
電話番号： 046-204-2301
メールアドレス：sakaguchi@kk-sr.com

（14）
会社名

株式会社

アイビット

連絡先

代表取締役 星合 文明
住所： 埼玉県さいたま市大宮区宮町 3-1-2
明治安田生命大宮ビル 5F
電話番号： 048-783-5211
メールアドレス：f.hoshiai@ib-t.jp

（15）
会社名

加藤商事株式会社

連絡先

赤坂営業所 コンサルティング課 半田 拓也
住所：東京都港区赤坂４－４－１４未来環境創造ビル１Ｆ
電話番号： 03-6277-7187
メールアドレス：t-handa@katosyoji.tokyo

（16）
会社名

神戸環境クリエート株式会社

連絡先

営業部 課長 山本 晃二
住所：兵庫県神戸市長田区苅藻島町 1-1-28
電話番号：078-651-5060
メールアドレス：pcb@kobe-k-create.co.jp

（17）
会社名

山陽美業株式会社

連絡先

営業部 マネージャー 須知 宏治
住所：岡山県倉敷市老松町 2－13－30
電話番号： 086-434－3500
メールアドレス：suchi@sanyobigyo.jp

（18）
会社名

日本通運株式会社

連絡先

本社

資源循環営業部

次長 白方 栄人
課長 市川 浩
住所： 東京都港区東新橋一丁目９番３号
電話番号： （０３）６２５１－１２７５
メールアドレス：hi-shirakata@nittsu.co.jp
hia-ichikawa@nittsu.co.jp

北九州エリア担当

大阪エリア担当

北九州総合物流事業所 係員 古賀 大輔
住所： 北九州市小倉北区西港町１１０番地１号
電話番号：( ０９３)５７１－７２８１
メールアドレス：daa-koga@nittsu.co.jp
広島支店（エコビジネス）
調査役 木吉 剛慈
住所：広島県広島市南区西蟹屋３丁目２番１号
電話番号：（０８２）２６１－１１８３
メールアドレス：ko-kiyoshi@nittsu.co.jp
大阪支店(営業)
課長 木田 佳秀
住所：大阪府大阪市北区梅田３丁目２番１０３号
電話番号： （０６）６４５１－１８０４
メールアドレス： yo-kida@nittsu.co.jp

豊田エリア担当

東京エリア担当

北海道エリア担当

名古屋支店 中部営業開発部 課長 小林 里史
住所： 名古屋市中村区名駅南４丁目１２番１７号
電話番号：（０５２）５５１－９８５８
メールアドレス：saa-kobayashi@nittsu.co.jp
東京ベイエリア支店重量品輸送事業所エコビジネス課
課長 鉾木 忍
住所：東京都港区港南三丁目６番４号
電話番号：（０３）５７６９－３４５２
メールアドレス：shi-hokonoki@nittsu.co.jp
室蘭支店 営業センター
課長 五十嵐 裕直
住所：北海道室蘭市御崎町１－３６－２
電話番号：（０１４３）２２－１１５１
メールアドレス：hib-igarashi@nittsu.co.jp
仙台支店(営業) 課長 宮川 昌明
住所：宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２番３号

仙台ＭＴビル１４階
電話番号：（０２２）７６２－８９１０
メールアドレス：ma-miyakawa@ｎittsu.co.jp

（19）
会社名

サンワリューツー株式会社

連絡先

営業部 取締役 山本 滋
住所： 愛知県刈谷市一里山町家下 80 番地
電話番号： ０５６６－３５－３０６０
メールアドレス：s_yamamoto010@sanwayuka.co.jp

（20）
会社名

株式会社ダイセキ環境ソリューション

連絡先

環境事業本部 ＰＣＢ事業部 ゼネラルマネージャー 絹川雄也
住所：愛知県東海市南柴田町ホノ割２１３－７
電話番号：052—689-3007
メールアドレス：y_kinugawa@daiseki-eco.co.jp

（21）
会社名

山九株式会社

連絡先

大阪鉄鋼支店 工事グループ 重量物輸送係
リーダー 中尾 昭二
住所： 大阪府堺市堺区松屋町 1 丁 6 番地 7
電話番号： 072-233-0939
メールアドレス：s.nakao@sankyu.co.jp
千葉支店 物流第一グループ
専門マネージャー 北澤 賢一
住所： 千葉県市原市玉前西 3-4-24
電話番号： 0436-25-3220
メールアドレス： kkitazaw@sankyu.co.jp

（22）
会社名

帝人エコ・サイエンス株式会社

連絡先

関西事業所 大阪営業部 西谷 洋一
住所：大阪府茨木市南目垣 1 丁目 4 番 1 号
電話番号： 072-646-5106
メールアドレス：yo.nishitani@teijin.co.jp
松山事業所 松山営業部 玉井 昌宏
住所：愛媛県松山市松山西垣生町 2345
帝人松山事業所（南）内
電話番号： 089-971-5818
メールアドレス：m.tamai@teijin.co.jp

（23）
会社名

丸両自動車運送株式会社

連絡先

環境ソリューション営業部
住所：静岡県静岡市清水区横砂西町１０―６
電話番号： 054—366-1312
メールアドレス：c-aoki@mail.wbs.ne.jp

