
「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/service03.php?id=37 

 

 

（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 渡辺 千晶 

 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：Watanabe-chiaki@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 EBS 事業部 部長 満安 寿弘 

 住所： 神奈川県相模原市緑区橋本台 1-8-21 

 電話番号：070-1450-7763 

 メールアドレス：t.mitsuyasu@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 ソリューション営業部 

営業二課 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 
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（５） 

会社名 甲陽興産株式会社 

連絡先 営業企画部 次長 宝本 和也 

 住所(東京支店)：東京都千代田区内神田 2 丁目 11 番 6 号 

                  喜助内神田ビル 7 階 

(本社)：滋賀県甲賀市甲賀町大原市場 922 

 電話番号：0120-27-5380 

 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 次長 穐吉 亮次 

ＰＣＢ事業部 課長 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 営業部 営業課 課長 鈴木 拓也 

 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 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 

連絡先 営業本部 ソリューション営業部 

濱田 恒徳（はまだ つねのり） 

 住所：神奈川県横浜市鶴見区小野町 61 番 1 号 小野町ビル４

Ｆ 

 電話番号：045-505-8965 

 メールアドレス：tsunenori-hamada@jt-kankyo.co.jp 

 

（９） 

会社名 株式会社 日立物流首都圏 

連絡先 輸送・機工営業部 輸送営業企画課 営業グループ 蛭名 信宏 

 住所：〒277-0872 千葉県柏市新十余二 7 番１ 

 電話番号：04-7197-1132 

 メールアドレス：n-ebina@hitachitransport.com 
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（10） 

会社名 株式会社 日立物流西日本 

連絡先 重量機工営業所 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@hitachitransport.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部 部長 白井 正一 

 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： s.shirai@j-profix.co.jp 

 

（12） 

会社名 株式会社 エスアール 

連絡先 本社営業部 角田 桂男 

 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：kakuta@kk-sr.com 

 

（13） 

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吉敷町 1-103 

大宮大鷹ビル 205 号 

電話番号： 048-783-5211 

 メールアドレス：f.hoshiai@ib-t.jp 

 

（14） 

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 
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（15） 

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 

 

（16） 

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 

 

（17） 

会社名 日本通運株式会社  

連絡先 本社 資源循環営業部 課長 小野 正紀 

課長 安達 徹 

 住所： 東京都千代田区神田泉町 2 番地 

電話番号： （０３）５８０１－２１９１ 

      （０３）５８０１－２１９０ 

 メールアドレス：masaki.ono@nipponexpress.com 

tooru.adachi@nipponexpress.com 

北九州エリア担当 

福岡支店 九州営業部 係長 佐土原 太一 
 住所：福岡市博多区下呉服町１番１号 

電話番号：(０９２)２９１－７１２０ 
メールアドレス：taichi.sadohara@nipponexpress.com 

広島支店（エコビジネス） 課長 北堀 卓司    
 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：takuji.kitahori@nipponexpress.com 

大阪エリア担当 

大阪支店(営業)   次長 辻野 久 
 住所：大阪府大阪市北区中津５丁目４番１０号  

電話番号：（０６）６４５１－１８０４ 
 メールアドレス：hisashi.tsujino@nipponexpress.com 

豊田エリア担当 

名古屋支店 中部営業部 課長 小林 里史 
住所：名古屋市中村区名駅南四丁目１番１４号 
電話番号：（０５２）５５１－９８５８ 

 メールアドレス：satoshi.kobayashi@nipponexpress.com 

東京エリア担当 

関東甲信越ブロックロジスティクス 
ビジネスユニット 移転引越第一営業部 
重量品輸送事業所エコビジネス課課長 市吉 勇二 
 住所：東京都江東区新砂 1-12-39 

電話番号：（０３）６６６６－０２７０  
 メールアドレス：yuji.ichiyoshi@nipponexpress.com 
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北海道エリア担当 

札幌支店 北海道営業開発部 課長 幌岩 雄二 
 住所：北海道札幌市北区北７条西４丁目 5-1 

伊藤１１０ビル６F 
電話番号：（０１１）７３８－００２２ 

 メールアドレス：yuji.horoiwa@nipponexpress.com 
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：masaharu.miyakawa@nipponexpress.com 

 

（18） 

会社名 サンワリューツー株式会社  

連絡先 常務取締役 山本 滋 

 住所： 愛知県豊明市栄町神田 143 番 1 

電話番号： ０５６２－９７－３３３５ 

 メールアドレス：s_yamamoto010@sanwayuka.co.jp 

 

（19） 

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 資源循環事業部 部長 水野 雅庸 

 住所：愛知県名古屋市瑞穂区明前町８番１８号 

電話番号：052-819-5314 

 メールアドレス：m_mizuno@daiseki-eco.co.jp 

 

（20） 

会社名 山九株式会社 

連絡先 関西支店 工事グループ 輸送係  

チーフリーダー 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 

君津支店 輸送グループ  

リーダー 田原 琢樹 

 住所： 千葉県君津市君津 1 番地 

電話番号： 0439-52-1161 

 メールアドレス： t.tahara@sankyu.co.jp 
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（21） 

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 

 

（22） 

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 

 

（23） 

会社名 環境通信輸送株式会社 

連絡先 ＰＣＢ事業部 室長 橋詰 正彦  

 住所： 埼玉県さいたま市大宮区下町 2-61 

電話番号： 0120-381-551 

 メールアドレス：m-hashizume@ktyhon.co.jp 

 

（24） 

会社名 株式会社 ジャパンクリーンサービス 

連絡先 業務部 課長 江﨑 純 

  住所： 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町 4 番 34 号 

  電話番号： 078-686-0251 

 メールアドレス：info@japan-c-s.co.jp 

 

（25） 

会社名 三輝サービス有限会社 

連絡先 取締役 宇田川武嗣 

 住所： 神奈川県海老名市中野 3 丁目 12-1-201 号 

電話番号： 046-238-3796 

 メールアドレス：sanki-service@w9.dion.ne.jp 
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（26） 

会社名 一般社団法人日本環境事業支援機構 

連絡先 本部 代表理事 清野 裕之 

 住所：山形県山形市吉原 3-12-16 

電話番号：023-674-7317 

 メールアドレス：mercury-h@ima-s.biz 

関東支部 事務局 渡辺 悦一 

 住所：神奈川県厚木市中町 2-13-14 サンシャインビル 6F 

電話番号：0120-302-742  

 メールアドレス：y-watanabe@jebs-kt.jp 

東京支社 事務局 山本 克裕 

 住所：東京都千代田区神田司町 2-13 

神田第 4 アメックスビル 3 階 

  電話番号：080-6052-5427 

 メールアドレス：kysoarer@gmail.com 

関西支部 理事 濱崎 浩孝 

 住所：大阪府大阪市淀川区西中島 3-8-14 犬飼ビル 7F 

 電話番号：06-6195-2546 

 メールアドレス：hamasaki@srmplus.co.jp 

 

（27） 

会社名 株式会社 環境アシスト 

連絡先 代表取締役 南部 智成 

 住所： 岩手県滝沢市葉の木沢山 537 番地 17 

電話番号： 019-601-7701 

 メールアドレス：nanbutom@kankyo-assist.jp 

 

（28） 

会社名 東北緑化環境保全株式会社  

連絡先 環境分析センター 測定 G 課長 桜庭 一一 

 住所：宮城県多賀城市桜木３丁目 8-22 

電話番号：022-799-2600  

 メールアドレス：sakuraba-k@tohoku-aep.co.jp 
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（29） 

会社名 友交産業株式会社  

連絡先 本社 常務取締役 中村 修寛 

 住所：大阪府八尾市福栄町二丁目 33 番地 

電話番号:072-998-7000 

 メールアドレス:nakamura@yuko-sangyo.com 

 

（30） 

会社名 株式会社クリーンシステム 

連絡先 ソリューション事業推進部 髙橋 啓太 

 住所： 山形県山形市飯塚町字中河原 1629-5 

電話番号： 023-644-2228 

 メールアドレス：takahashi-k@csyam.com 

 

（31） 

会社名 株式会社 オオスミ 

連絡先 東京支店 営業グループ 副グループ長 外間 和人 

 住所：東京都千代田区神田猿楽町 2-1-14 Ａ＆Ｘビル 5F 

電話番号：03-3219-5021 

 メールアドレス：k.gema@o-smi.co.jp 

 

（32） 

会社名 株式会社ジョブ・ステーション 

連絡先 技術部 主任  小島 明 

 住所：宮城県仙台市青葉区二日町 2-1 ｷﾑﾗｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 3 階 

電話番号：022-797-0433 

 メールアドレス：kojima@job-station-pcb.com 

 

（33） 

会社名 株式会社アクト 

連絡先 代表取締役 旙山光雄 

 住所：東京都港区浜松町 2 丁目 2 番 15 号 

    浜松町ダイヤビル 2F 

電話番号：050-3609-2555 

 メールアドレス：info@pcb-zero.jp 
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