大阪府リサイクル関連事業者一覧(50音順)
（2022年4月1日現在）
法人名または屋号

市町村名

事務所の所在地

事務所の
電話番号

事業場の所在地

事業場の
電話番号

事業開始年月日

取り扱う循環資源の種類

事業内容

事業者のホームページアドレス

情報提供の終了日

株式会社 アイデックス 摂津市

摂津市鳥飼上4-5-38

072-650-1988 摂津市鳥飼上4-5-38

072-650-1897

平成16年9月16日

廃プラスチック類、紙くず、金属くず

破砕、滅容固化、収集運搬

http://www.idex-group.com/

2027年3月31日

アサヒコーポレーション
株式会社

大阪市

大阪市港区弁天1-2-1

06-6573-3631 大阪市此花区梅町2-1-60

06-6468-5566

平成18年5月15日

がれき類、ガラスくず、鉱さい

収集・運搬、破砕

http://www.asahicorp.co.jp/

2027年3月31日

株式会社 飯田商店

堺市

堺市堺区戎島町1-9

072-232-4200 和泉市上代町1246-1

0725-46-4345

昭和33年4月

廃プラスチック類・木くず・紙くず・繊維くず

収集運搬・中間処理(破砕)

https://ciidass16.wixsite.com/iidarecycle

2023年3月31日

（本社伊丹工場） 072-782-0544
創業：昭和初年
（大阪茨木工場） 072-637-1130
設立：昭和41年4月
（滋賀水口工場） 0748-63-2641

金属くず（鉄・非鉄スクラップ）

（金属くず業）金属くずの買取・引取
（廃棄物再生事業）選別、圧縮・切断
（収集・運搬業）大阪・兵庫・滋賀・京都

http://www.ichii-sangyo.jp/

2026年3月31日

イチイ産業株式会社

茨木市

兵庫県伊丹市岩屋1-6-35

（本社伊丹工場） 兵庫県伊丹市岩屋1-6-35
072-782-0544 （大阪茨木工場） 茨木市高浜町3-28
（滋賀水口工場） 滋賀県甲賀市水口町泉1352

株式会社 今西商店

大阪市

大阪市北区長柄西2丁目10番16号

06-6351-6589 摂津市鳥飼本町2丁目8番22号

072-653-6589

昭和49年1月1日

鉄、非鉄（銅、アルミ、ステンレス、電子基
板）
プラスチック、紙屑他

有価物・産業廃棄物取扱い
運搬加工一式

http://www.ims-sanpai.co.jp/

2026年3月31日

株式会社 ウエダ

八尾市

八尾市太田新町5-180

072-920-2816 八尾市太田新町5-180, 4-154-2, 4-155-2

072-920-2816

平成12年7月5日

発泡スチロール、プラスチック、紙くず

減容固化、収集・運搬

http://www.ueda-eco.co.jp/

2023年3月31日

植田油脂株式会社

大東市

大東市深野5-4-22

072-870-3555

（本社工場）072-870-3555
（新田工場）072-871-3366

昭和26年4月

廃油

収集運搬・油水分離（中間処理）

http://www.uedayushi.com/

2027年3月31日

株式会社 英光産業

東大阪市 東大阪市菱江２丁目１５番６号

072-961-9210 東大阪市菱江２丁目１５番１号

072-961-9210

平成2年2月

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く）

がれき類の中間処理（破砕）

https://kaneyama.jp/

2027年3月31日

株式会社 エコル

泉佐野市 泉佐野市下瓦屋3丁目12番17号

072-458-7557 泉佐野市下瓦屋3丁目12番17号

072-458-7557

平成6年8月

1.缶、ビン、ペットボトル
2.新聞、雑誌、段ボール

1．選別、圧縮、運搬
2．選別、収集、運搬

愛媛パルプ協同組合

大阪市

大阪市住之江区平林南1-3-82

06-6115-6680 大阪市住之江区平林南1-3-82

06-6115-6680

平成24年4月1日

古紙

古紙の選別プレス加工、機密書類の破砕、溶解処
http://aipa.or.jp/
理（各証明書発行）

株式会社 エムテック

大阪市

大阪市平野区瓜破南1-4-53

1.大阪市平野区瓜破南1-4-53
06-6701-7077 2.大阪市平野区瓜破南1-4-55
3.松原市三宅中7-1239

06-6701-7077

平成5年11月10日

廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、木く
ず、金属くず

産業廃棄物処理業

(本社工場) 06-6681-5761
(諸福工場) 072-874-9861

昭和27年1月16日

(金属くず業)金属くずの売買
(廃棄物再生事業)選別、圧縮・切断…本社工場・諸
福工場
金属くず(鉄スクラップ、非鉄金属スクラップ) (産業廃棄物中間処理業)圧縮、圧縮・切断…諸福 http://www.kotetsu.co.jp/
工場
(収集・運搬業)大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、
和歌山県、滋賀県

2024年3月31日

2023年3月31日

（本社工場）大東市深野5-4-22
（新田工場）大東市新田北町3-37

(本社)大阪市住之江区平林北1-206-6681-5761 (本社工場) 大阪市住之江区平林北1-2-22
22
072-874-9861 (諸福工場) 大東市諸福7-4-38
(諸福営業所)大東市諸福7-4-38

大阪故鉄株式会社

大阪市

協同組合 大阪南部リ
サイクルセンター

富田林市 富田林市喜志町5-4-33

0721-26-0695 富田林市大字喜志2645-4

0721-26-0695

平成7年3月19日

がれき類

破砕

株式会社 加地

大阪市

大阪市此花区酉島3－27－18

06-6463-0208 大阪市此花区常吉2－5－3

06-6463-0208

昭和23年5月

保管書類含む古紙全般・金属什器ｽｸﾗｯﾌﾟ

収集・分別
圧縮・梱包

川瀬産業株式会社

貝塚市

貝塚市加神2-20-35

072-436-1030 貝塚市加神2-20-35

072-422-0295

昭和63年11月8日

プラスチック類

1. 破砕・減容固化
2. 収集・運搬

関西クリアセンター株式
堺市
会社

堺市西区築港新町三丁27番地17

072-280-1138

（堺工場） 072-280-1138
（泉州プラント） 072-247-1138

昭和45年3月30日

株式会社 カンソー

大阪市

大阪市西成区梅南1-7-31

06-6658-1537 大阪市西成区南津守5-6-17

06-6651-6633

株式会社 木村衛生

大阪市

大阪市中央区瓦町4-5-9井門瓦町
ビル７F

06-6484-6681 大阪市大正区鶴町1-11-13

06-6575-9731

（堺工場） 堺市西区築港新町三丁27番地17
（泉州プラント） 泉大津市夕凪町13-2

-

2027年3月31日
2023年3月31日

-

Onr-inokuchi@iris.eoneto.ne.jp

-

2026年3月31日

2026年3月31日

http://www.eco-kawase.co.jp/

2023年3月31日

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木
（堺工場） 混錬、固化
くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
（泉州プラント） 選別、破砕
ず、鉱さい、がれき類、ばいじん

https://kansai-cc.com/

2026年3月31日

昭和49年4月20日

廃プラスチック類(ペットボトル、発泡スチ
ロール)、飲料缶、金属くず、紙くず

http://www.kan-so.co.jp/

2027年3月31日

平成25年4月

廃プラスチック（ペットボトル、発泡スチロー
ルなど）、缶、新聞、雑誌、段ボール、金属く 収集、運搬
ず

http://kimuraeisei.jp/

2026年3月31日

総合ビルメンテナンス業、廃棄物処理業

大阪府リサイクル関連事業者一覧(50音順)
法人名または屋号

市町村名

共栄株式会社大阪工場 大阪市

事務所の所在地

事務所の
電話番号

事業場の所在地

事業場の
電話番号

事業開始年月日

取り扱う循環資源の種類

事業内容

事業者のホームページアドレス

情報提供の終了日

大阪市西成区津守3丁目8-93

（本社） 神戸市中央区栄町通２丁目３番９号 共栄ビ
ル
（東京営業所）
東京都中央区八丁堀２丁目11番８号（平澤ビル３階）
（大阪営業所）
大阪市西区千代崎１丁目３番４号
（兵庫営業所）
神戸市長田区苅藻島町３丁目12番27号
（水島営業所） 岡山県倉敷市松江１丁目19番４号
（清水出張所）
静岡市清水区横砂408－13 東海埠頭（株）内
06-4398-5100
（姫路出張所）
兵庫県姫路市亀山222－６（やまきビル）
（衣浦工場） 愛知県碧南市港本町１番18号
（大阪工場） 大阪市西成区津守３丁目８番93号
（葺合工場） 神戸市中央区吾妻通３丁目１番27号
（加古川工場） 兵庫県加古川市野口町長砂834番地１
（水島第一工場） 岡山県倉敷市中畝６丁目４番６号
（水島第二工場） 岡山県倉敷市松江１丁目19番４号
（水島第三工場）
岡山県倉敷市水島川崎通１丁目3044－６

（本社） 078-321-2121
（東京営業所） 03-3552-7971
（大阪営業所） 06-4393-5700
（兵庫営業所） 078-671-6566
（水島営業所） 086-455-3460
（清水出張所） 054-366-8501
（姫路出張所） 079-235-8881
創業：昭和2年12月1日
金属くず
（衣浦工場） 0566-48-4711
設立：昭和16年4月8日
（大阪工場） 06-4398-5100
（葺合工場） 078-231-5171
（加古川工場） 079-424-2355
（水島第一工場） 086-455-6143
（水島第二工場） 086-455-3460
（水島第三工場） 086-448-3969

再生資源並びにその屑の買入販売
及び加工販売

http://www.kyoyei.com/

2026年3月31日

(高槻工場) 072-678-0858
(高槻第2工場) 072-678-3331
(東大阪工場) 06-6745-2351
(門真工場) 072-882-0160
(八尾工場) 072-994-7788

昭和26年4月

段ﾎﾞｰﾙ・新聞・雑誌・廃棄書類・機密書類

収集・運搬・圧縮・梱包・廃棄書類・機密書類の破
砕

http://www.kyowashiryo.co.jp/

2024年3月31日

http://www.kyokuhoushigen.com/

2027年3月31日

共和紙料株式会社

高槻市

高槻市唐崎南2－5－1

(高槻工場) 高槻市唐崎南2－5－1
(高槻第2工場) 高槻市唐崎北2-23-1
072-678-0858 (東大阪工場) 東大阪市楠根2-2-34
(門真工場) 門真市岸和田226
(八尾工場) 八尾市曙町1－54－2

旭宝資源株式会社

摂津市

摂津市鳥飼本町3丁目5番13号

072-654-1861 摂津市鳥飼本町3丁目5番13号

072-654-1861

平成27年2月2日

新聞紙、雑誌、段ボール、古紙全般、古着
アルミ缶、プラスチック類

圧縮、梱包
収集、運搬

株式会社 きわきん

大阪市

大阪市浪速区日本橋東3-6-13

06-6631-5339 大阪市浪速区日本橋東3－6－13

06-6631-5339

昭和33年3月3日

各種非鉄金属屑・各種電線屑

〔廃棄物再生（金属屑）事業者〕収集、運搬、分別、
http://www.kiwakin.co.jp/
解体、加工、圧縮、梱包・産業廃棄物収集運搬

2027年3月31日

近畿産業株式会社

大阪市

大阪市北区南扇町3－23

06-6314-3141 大阪市北区南扇町3－23

06-6314-3141

昭和23年7月

段ﾎﾞｰﾙ・新聞・雑誌・廃棄書類・機密書類

収集・圧縮・梱包・運搬

http://www.umeda-soba.com/

2027年3月31日

近畿セイビ株式会社

箕面市

箕面市半町4-3-44

072-723-3226 箕面市半町4-3-44

072-723-3226

昭和45年12月21日

段ﾎﾞｰﾙ・古紙・缶・瓶・鉄・非鉄金属・家電リ
収集・運搬
サイクル対象品

http://www.kinkiseibi.com/

2027年3月31日

有限会社 クロサワ

八尾市

八尾市西高安町5-8

072-997-9016 八尾市西高安町5-8

072-997-9016

昭和35年4月1日

金属くず

収集、運搬

株式会社 KI環境ソ
リューション

八尾市

八尾市太田新町7-138

072-949-0705 八尾市太田新町7-138

072-949-0705

昭和45年3月30日

金属くず、古物等

金属くず及び資源物の加工

https://www.kansai-cc.com/ki.html

2026年3月31日

幸和産業株式会社

大阪市

大阪市大正区三軒家東5-4-11

06-6554-3221 泉大津市臨海町1-27

0725-33-3561

昭和10年4月1日

ドラム缶

収集・洗浄・塗装剥離・再塗装・運搬

https://www.kohwa-drum.co.jp/

2027年3月31日

破砕・選別

-

2026年3月31日

鉄くずの買取（ヤード業者）

-

2024年3月31日

-

堺土木工事業協同組合 和泉市

和泉市北田中町506

0725-90-3456 和泉市北田中町506

0725-90-3456

平成17年8月1日

1.ガラスくず
2.がれき類
（石綿含有産業廃棄物を除く。）

有限会社 十洋

大阪市

大阪市平野区加美北5-3-45

06-6793-1255 大阪市平野区加美北5-3-45

06-6793-1255

平成17年1月5日

鉄くず

株式会社 新地衛生

大阪市

大阪市浪速区恵美須西2-12-10

06-6632-2656 大阪市浪速区恵美須西3-9-22

06-6632-3230

平成18年6月13日

新聞、雑誌、段ﾎﾞｰﾙ、古紙類、スチール缶、 圧縮・梱包
アルミ缶、金属くず
選別

ジャパンクリーンシステ
堺市
ム株式会社

堺市南区高尾3-3270

072-272-5533 堺市南区高尾3-3270

072-272-5533

平成27年6月9日

金属くず(鉄屑、非鉄屑)、廃プラスチック類
(ペットボトル)、紙くず(古紙)、木くず、繊維く 産業廃棄物処分業・収集運搬業、廃棄物再生事業 http://www.jcs-clean.com/
ず(ウエス)、ガラスくず

信利工業株式会社

堺市西区草部2009

072-260-3688 堺市西区草部2009

072-260-3688

平成13年7月5日

廃プラ・金属・ガラス屑

堺市

http://www.shinchi-eisei.co.jp/

再生可能な資源のリサイクル及び産業廃棄物処分
http://www.shinrikogyo.co.jp/
業（破砕）

2023年3月31日

2027年3月31日

2023年3月31日

2027年3月31日

大阪府リサイクル関連事業者一覧(50音順)
法人名または屋号

市町村名

事務所の所在地

事務所の
電話番号

事業場の所在地

事業場の
電話番号

事業開始年月日

取り扱う循環資源の種類

事業内容

事業者のホームページアドレス

情報提供の終了日

06-4395-5177

平成16年11月

廃プラスチック（ペットボトル・発泡スチロー
ルなど）、缶、新聞、雑誌、段ボール、金属く 収集、運搬、中間処理（廃プラ破砕）
ず

和泉市テクノステージ二丁目3番28
0725-54-3061 和泉市テクノステージ二丁目3番28号
号

0725-54-3061

昭和54年10月17日

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維く
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業（中間
https://www.dinsgr.co.jp/
ず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき
処理・最終処分）、廃棄物再生事業
類

2026年3月31日

株式会社 大建工業所 大阪市

大阪市淀川区田川北２丁目４番10号 06-6308-5377 大阪府吹田市山田西１丁目34番１号

06-6877-0771

昭和36年7月1日

プラスチック、紙、鉄

回収後リサイクル

2026年3月31日

大東衛生株式会社

大阪市東成区大今里西一丁目19番
06-6971-7339 大阪市住之江区北加賀屋5-5-61
38号

06-6685-9371

昭和36年7月5日

プラスチック

①収集・運搬 ②破砕 ③減容

http://www.daitoueisei.com

2027年3月31日

金属くず業
産業廃棄物中間処理業(圧縮・切断)
収集運搬業
第一種フロン類回収業

http://www.daito-metal.co.jp/

2024年3月31日

株式会社 スカット

大阪市

大阪市中央区北久宝寺町1-5-6

大栄環境株式会社

和泉市

大阪市

06-6263-0031 大阪市大正区鶴町1－11－13

2023年3月31日

http://skat.co.jp/

-

株式会社 大東鋼業所 東大阪市 東大阪市渋川町4-5-18

(本社) 東大阪市渋川町4-5-18
06-6728-8585
(三重営業所) 三重県伊賀市新堂561-3

(本社) 06-6728-8585
(三重県営業所) 0595-45-7188

昭和27年7月

鉄スクラップ
非鉄金属スクラップ
雑品スクラップ等

株式会社 ダイトク

摂津市新在家2-1-1

1. 摂津市新在家2-1-1
06-6827-1010 2. 摂津市安威川南町3-37
3. 埼玉県加須市栄496-1

1. 06-6827-1010
2. 072-653-3803
3. 0280-62-5731

昭和51年7月1日

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ・金属屑

破砕、切断、収集・運搬

http://www.daitoku-s.com/

2027年3月31日

辰巳環境開発株式会社 守口市

守口市東郷通1-5-17

06-6780-4153

1. 06-6780-4153
2. 072-960-5515

1. 平成31年1月8日
2. 平成30年6月29日

1. 廃発泡スチロール
2. 食品循環資源

1. 減容固化
2. 堆肥化

http://tatsumikankyou.com/

2027年3月31日

有限会社 田中企画

交野市星田北1-44-1

072-810-2333 交野市星田北1-323、324-1

072-810-2333

平成15年9月16日

金属くず・廃プラスチック類・紙くず・ガラスく
破砕後有価物化
ず・木くず

http://www.tanakakikaku.biz/

2027年3月31日

072-654-6125

平成7年7月12日

ガラスくず、がれき類（石綿含有廃棄物、水
銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばい 産業廃棄物処理業（中間処理）
じんを除く）

072-332-5230

大正12年11月

古紙類、廃プラ、金属くず

田中資材株式会社

株式会社 谷商店

摂津市

交野市

1. 守口市東郷通1-5-17
2. 東大阪市水走3-12-56

摂津市

摂津市鳥飼本町2-4-54

072-654-2288 摂津市鳥飼本町2-166、183の一部

松原市

（本社）松原市別所3-1-12
（本社） 松原市別所3-1-12
（東大阪工場）東大阪市柏田西3-4- 06-6278-8711
（東大阪工場） 東大阪市柏田西3-4-22
22

梱包、圧縮、収集、運搬

株式会社 天馬

高槻市

高槻市唐崎南2-5-1

高槻市唐崎南2-5-1
豊中市二葉町2-5-30
072-677-2005
東大阪市楠根2-2-34
大阪市港区福崎3-1-91

有限会社 徳山産業

高槻市

高槻市北大樋町45番1号

072-672-0050 高槻市北大樋町45番1号

072-672-0050

平成元年４月１日

プラスチック類、木くず、紙くず、金属くず、
繊維くず
飲料容器（びん、缶、ペットボトル）

破砕、選別、圧縮

有限会社 中商

大阪市

大阪市鶴見区鶴見4－6－9

06-6939-9419 大阪市鶴見区鶴見4－6－9

06-6939-9419

平成6年1月17日

古紙

製紙原料

株式会社 永田商店

大阪市

大阪市西成区北津守4-5-50

06-6568-5214 大阪市西成区北津守4-5-50

06-6568-5214

平成26年12月1日

鉄・非鉄金属

金属くずの収集、運搬

有限会社 浪江解体

藤井寺市 藤井寺市古室1-9-3

072-954-8109 藤井寺市古室1-9-3

072-954-8109

平成13年12月4日

金属類全般

金属リサイクル
収集運搬

昭和25年8月1日

金属くず

1.
2.
3.
4.

西川商工株式会社

堺市

堺市堺区錦綾町1-5-13

072-238-1621 堺市堺区錦綾町1-5-13

072-677-2005
06-4866-6825
072-677-2005
06-4866-6825

平成3年1月

段ﾎﾞｰﾙ、新聞、雑誌、その他古紙全般、
収集・運搬
シュレッダー、機密書類、古布、資源プラス
圧縮・梱包
チック、アルミ缶、金属屑

072-238-1621

製鋼原料全般及び非鉄金属
鉄スクラップ加工処理業
一般建設業（とび・土木・解体工事業）
産業廃棄物収集運搬業・処分業

西原産業株式会社

東大阪市 東大阪市高井田本通2丁目2番28号 06-6782-2071 東大阪市高井田本通2丁目2番28号

06-6782-2071

昭和23年4月

廃プラ、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく
ず、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を含む、水銀使用製 収集、運搬
品産業廃棄物を除く、水銀含有ばいじん等
を除く）

福源商事株式会社

岸和田市 岸和田市内畑町2048

072-489-3631

平成17年11月24日

鉄、非鉄金属、基板、プラスチック等

072-489-3631 岸和田市内畑町2048

切断・圧縮・破砕による有価物のリサイクル

-

2024年3月31日

http://www.koshi-kaisyu.com/

2023年3月31日

http://www.kyowa-tenma.co.jp

2023年3月31日

https://www.tokuyama-industry.co.jp

2027年3月31日

-

http://nagatashoten.com/

-

2023年3月31日
2023年3月31日
2027年3月31日

http://www.nishikawa-shokoh.co.jp

2026年3月31日

http://www.nishihara-sangyo.co.jp

2026年3月31日

http://www.fukugenbusiness.jp

2023年3月31日

大阪府リサイクル関連事業者一覧(50音順)
法人名または屋号
藤原興業株式会社

市町村名

事務所の所在地

岸和田市 岸和田市別所町1-9-9

事務所の
電話番号

事業場の所在地

072-423-1315 岸和田市尾生町1466-3

(平林リサイクルセンター)
大阪市住之江区平林北2丁目7番42号
大阪市住吉区東粉浜2丁目5番16号 06-6675-0525
（倉庫）
大阪市住之江区平林南1丁目3番88号

事業場の
電話番号

事業開始年月日

取り扱う循環資源の種類

事業内容

事業者のホームページアドレス

情報提供の終了日

072-444-3394

昭和48年4月1日

化学繊維、ｶｰﾍﾟｯﾄ、衣料、繊維屑等

繊維ﾘｻｲｸﾙ、収集、運搬

(平林リサイクルセンター)
06-6657-4589
(倉庫)
06-6682-3323

昭和6年4月

金属くず

廃棄物再生事業(選別・切断)
産業廃棄物中間処理業(破砕・切断)

https://funatsucorp.com/

2027年3月31日

-

2024年3月31日

船津商事株式会社

大阪市

有限会社 古谷商店

東大阪市 東大阪市衣摺3丁目7番6号

06-6727-1414 東大阪市衣摺3丁目7番6号

06-6727-1414

昭和52年7月21日

鉄くず、非鉄金属くず

収集・運搬
選別・切断加工

https://www.e-furutani.com

2027年3月31日

平成産業株式会社

茨木市

茨木市野々宮2-10-45

072-632-7339 茨木市野々宮2-10-45

072-632-7339

平成元年１月11日

古紙・機密書類

古紙の再生（登録廃棄物再生事業者）

http://www.eco-heisei.com/

2026年3月31日

株式会社 平成商会

大阪市

大阪市大正区鶴町4-1-5

06-4394-6400 大阪市大正区鶴町4-1-5

06-4394-6400

平成元年2月13日

鉄・非鉄金属・各種電線屑
中古機械

解体・分別・産業廃棄物収集運搬・輸出
（廃棄物再生事業者）

http://www.metalscrap.jp/

2023年3月31日

北摂環境開発株式会社 豊能町

豊能郡豊能町切畑1227番地

072-739-2985 豊能郡豊能町切畑1227番地

072-739-2985

昭和59年2月

紙くず、金属くず

リサイクル、廃棄物処理、解体業

株式会社 北部衛生

大阪市

【本社】
大阪市東成区東中本2-14-27 川崎
大阪市東成区東中本2-14-27 川崎ビル
06-6971-2575
ビル
【東成リサイクルベース】
大阪市東成区東中本3-22-2

【本社】
06-6971-2575
【東成リサイクルベース】
06-6978-2575

【本社】
平成20年11月1日
【東成リサイクルベー
ス】
令和3年5月1日

【本社】
廃家電リサイクル4品目、紙、ダンボール、
ビン、缶、廃油、金属類
【東成リサイクルベース】
ペットボトル

【本社】
収集、運搬
【東成リサイクルベース】
収集、運搬、梱包、圧縮

前田紙業株式会社

東大阪市 東大阪市新上小阪10-2

06-6722-5051 東大阪市新上小阪10-2

06-6722-5051

昭和36年4月

新聞・雑誌・段ﾎﾞｰﾙ・雑紙・古布・紙パルプ

収集・運搬

株式会社 前田造園

枚方市

枚方市養父丘１丁目２番26号

072-809-2210

昭和55年1月21日

木くず

中間処理、収集・運搬
チップ化

マスダエーセイ株式会
社

大阪市

大阪市東淀川区菅原2-13-22

06-6329-6657 大阪市東淀川区菅原2－12－27

昭和63年2月22日
創業:昭和26年9月

全般

収集、運搬、集荷、選別、圧縮、梱包

松本産業株式会社

枚方市

（本社）兵庫県尼崎市久々知3-2333

06-6499-1231

（枚方営業所） 072-847-3592
昭和21年4月
（東初島営業所） 06-6489-0101

金属（鉄、非鉄）

収集・分別
切断加工・圧縮加工

http://www.matsumoto-co.jp/

2024年3月31日

株式会社 マルサン

吹田市

吹田市江坂町３丁目48番51号

06-6190-2567 吹田市江坂町３丁目48番51号

06-6190-2567

令和2年6月1日

古紙・ダンボール
カン・ビン

収集・運搬

https://marusan-g.co.jp/

2027年3月31日

株式会社 ミヤザキ・メタ
大阪市
ルサービス

大阪市淀川区三国本町1-17-19

06-6393-8401 大阪市淀川区三国本町1-17-19

06-6393-8401

創業:昭和27年4月
設立:昭和43年7月

鉄くず・非鉄くず（銅・アルミ・ステンレス）

選別・切断・破砕・圧縮

http://miyazaki-metal.com/

2023年3月31日

株式会社 ムトウ

大阪市

大阪市此花区春日出中2-1-2

06-6461-7149 大阪市此花区春日出中2-1-2

06-6461-7149

平成4年12月18日

古紙全般・機密書類・金属くず（スチール
缶、アルミ缶）

収集・運搬（一般廃棄物・産業廃棄物）
廃棄物再生事業（選別・圧縮・梱包）

http://www.mutou.co.jp/

2027年3月31日

株式会社 山根商店

堺市

堺市堺区海山町2-55

072-232-3621 堺市堺区海山町2-55

072-232-3621

昭和24年2月

鉄スクラップ、非鉄金属（鋼・アルミ・ステン
レス）

鉄スクラップ・非鉄金属の売買・中間処理
金属くずの収集・運搬、引取、加工、破砕、切断、
圧縮、再生、分別

http://www.yamane.ne.jp/

2024年3月31日

ユニクル株式会社

茨木市

茨木市横江2－9－45

072-630-6720 茨木市横江2－9－45

072-630-6720

昭和51年5月1日

1. 段ﾎﾞｰﾙ・新聞・雑誌・機密書類
2. 金属くず
3. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ポリ容器・フィルム等）

産業廃棄物処分業・産業廃棄物収集運搬業・廃棄
http://www.unicle.co.jp/
物再生事業

2027年3月31日

株式会社 リサイクル

東大阪市 東大阪市布市町2-1-40

072-980-1390 東大阪市布市町2-1-40

072-980-1390

昭和56年10月14日

廃油（塩素系、臭素系、フッ素系）

収集運搬・蒸留（中間処理）

http://recyclegroup.co.jp/

2023年3月31日

株式会社 レックスSR

摂津市

06-6349-3830

（摂津工場） 06-6349-3830
（北港工場） 06-6225-8300

昭和26年4月1日

プラスチック、段ボール、紙屑、金属屑、古
紙

産業廃棄物処分業・収集運搬業、第一種フロン回
収業、廃棄物再生事業

https://recs-sr.jp

2026年3月31日

摂津市東別府3丁目7番2号

-

（枚方営業所） 枚方市出屋敷西町1-21-1
（東初島営業所） 兵庫県尼崎市東初島町2-45

（摂津工場） 摂津市東別府3丁目7番2号
（北港工場） 大阪市此花区北港2丁目1番67号

06-6329-6657

-

https://www.hokubueisei.com

-

https://maeda-zouen.com/

-

2026年3月31日

2027年3月31日

2026年3月31日
2026年3月31日
2026年3月31日

