
名称 担当者 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ
宮城 株式会社ピーエスリサイクル東北 日諸 989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字下十三枚田40-1 022-391-1741 022-391-1739
埼玉 株式会社ユーアイ社　三郷第二工場 ‐ 341-0003 埼玉県三郷市彦成5-231 048-959-1677 048-959-1688
栃木 株式会社 国際資源リサイクルセンター 栗原 321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台10-1 028-687-1511 028-677-3106
栃木 株式会社 国際資源リサイクルセンター　海道工場 栗原 321-0971 栃木県宇都宮市海道町402-17 028-611-1055 028-611-1075
岐阜 有限会社エコプロジェクト ‐ 507-0018 岐阜県多治見市高田町5-36 0572-26-9123 0572-26-8016
大阪 エコマネジメント ‐ 578-0948 大阪府東大阪市菱屋東3-7-16 0729-26-4350 0729-21-7579

山口 有限会社 ヤマウチ　豊田工場 山内　正秀 750-0443

山口県下関市豊田町日野15-1
パチンコ店からのキャップはお受けできません
キャップの中にパチンコ玉が混入されており、リサイクル機材を破損さ
せてしまいます

0837-67-0530 0837-67-0531

名称 担当者 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ
栃木 株式会社ユー・クリエーション 増田 321-0966 栃木県宇都宮市今泉3-7-5 028-666-6288 028-666-6280

東京
社会福祉法人　江東区社会福祉協議会
江東区障害者福祉センター

西邨 135-0011 東京都江東区扇橋三丁目7番2号 03-3699-0316 03-3647-4918

神奈川
公益財団法人　横浜市知的障害者育成会
チャレンジフィールド

‐ 223-0012
神奈川県横浜市港南区上永谷2-11-1
いずみプラザ上永谷109

045-374-5944 045-374-5944

兵庫 一般社団法人未来こども学院　ステップ 大前 651-2332 兵庫県神戸市西区神出町北字大北863 078-646-8751 078-646-8750

京都 松本商会 株式会社 松本 朋一 610-0041 京都府宇治市槇島町十一（といち）66-11
お問い合せはＨＰでお願いします

‐ 0774-20-8112

和歌山 株式会社 大瀧商店 大瀧 吉宏 649-6421 和歌山県紀の川市田中馬場127-7 0736-77-7449 0736-77-7549
大阪 有限会社　プラセス 服部 578-0912 大阪府東大阪市角田2-5-30 072-960-7277 072-962-4033
鹿児島 社会福祉法人　愛生会 ‐ 899-7301 鹿児島県曽於郡大崎町菱田3596 099-477-1171 099-477-1589

全国版
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名称 担当者 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ
北海道 日本資源技術 株式会社 田中・渡辺 061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3-6-1 011-376-4440 011-376-4441
福島 株式会社近江物産福島 ‐ 979-3131 福島県いわき市平赤井字畑子沢1-78 0246-47-0604 0246-47-0704
栃木 進栄化成 株式会社 橋本 329-0505 栃木県下野市細谷591 0285-52-1031 0285-52-1032
群馬 株式会社 環境システムズ 安江 春仁 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町3250-7 027-350-5353 027-350-5352
群馬 信和プラスチック株式会社 松村 元一 370-0705 群馬県邑楽郡明和町千津井766-5 0276-75-2613 0276-75-2713

茨城 株式会社 共和興業 石橋 300-1424
茨城県稲敷市下太田4443
引取回収は行っておりませんので、お持込みいただくか、宅配便など
でお送りください。

0297-87-7020 0297-87-7021

茨城 高松産業 株式会社 高松 教男 300-1201 茨城県牛久市東猯穴町（まみあな）1297 029-842-3421 029-842-3460
茨城 株式会社 常成 坪井 300-2645 茨城県つくば市上郷7562-16 029-847-3432 029-847-7331
茨城 沼田化成 沼田 修一 311-1702 茨城県行方市三和496 080-6753-1166 0291-35-2628
埼玉 東京山陽プラス 株式会社 神田 344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-20-1 048-735-6086 048-735-8595
埼玉 有限会社 伸栄化工 ‐ 341-0004 埼玉県三郷市上彦名508 048-957-3634 048-957-6011
埼玉 株式会社 ジャパン エコ リサイクル 鈴木 淳一 361-0007 埼玉県行田市小見1239-1 048-552-0702 048-555-3644

埼玉 株式会社 ザ・ムーバー
野澤 純一
諏江 節夫

359-0012
埼玉県所沢市坂之下1127
ご提供に関するお問い合わせは【TEL 04-2944-3751】ま

04-2945-4446 04-2945-4448

埼玉 進栄化成 株式会社 小高 344-0057 埼玉県春日部市南栄町13-13 048-763-0091 048-763-1962
埼玉 ステップアップ 小川 345-0822 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原2-7-9ハイツパークタウン101号080-5076-4614 050-1080-8739

埼玉 有限会社 ケーアイ産業 末川 俊彦 343-0806 埼玉県越谷市宮本町1-56 048-966-0134 048-966-0867
埼玉 株式会社エコロ 堀川 354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富1705 049-265-6703 049-265-6702

埼玉 石塚化学産業 株式会社　関東工場
江田 勝義
井田 洋子

349-1213 埼玉県加須市栄451-1六軒工業団地 0280-62-3005 0280-62-3276

東京 株式会社 日野衛生公社 総務課 191-0024 東京都日野市万願寺4-24-7 042-581-3177 042-581-4816

東京 株式会社 共和興業 石橋 125-0041
東京都葛飾区東金町7-26-12
引取回収は行っておりませんので、お持込みいただくか、宅配便など
でお送りください。

03-6662-9333 03-6662-9321

東京 進栄化成 株式会社 進藤　浩 123-0851 東京都足立区梅田5-17-12　埼玉工場、
栃木工場は持込、搬送のみの対応です。

03-3849-3600 03-3889-5640

東京 新日本産業 株式会社 　エコプラザ東京 堀内　治 132-0025 東京都江戸川区松江5-19-8　　「郵送のみ」可（但し着払い不 03-5679-3821 03-3686-1521
‐ 株式会社エコロ ‐ ‐ お問い合せのみです。キャップの送付先は埼玉県所沢工場へ 049-265-6703 ‐

‐ 石塚化学産業 株式会社　本社　
大脇 千明
伊藤 佳奈

‐
お問い合せのみです。キャップの送付先は埼玉県関東工場、新潟県新
潟工場へ 03-3960-7511 03-3960-7518

千葉 あけぼの園 木更津福祉作業所 シゲタ 292-0834 千葉県木更津市潮見2-13-5 0438-25-2345 0438-25-2345

千葉 株式会社 サン・クリーンサービス　八千代支店 渡邊　雄史 276-0022
千葉県八千代市上高野1728-6
引取回収は行っておりませんので、お持込みいただくか、宅配便など
でお送りください。

047-484-0353 047-484-0384

‐ 株式会社 誠宇ジャパン 八街工場 ‐ ‐ お問い合せのみです。キャップの送付先は本社・千葉工場へ 043-308-3791 043-308-3792

協力業者

http://www.shineikasei.co.jp/
http://www.shineikasei.co.jp/
http://www.ksi-eco.jp/
http://www.kyowa-kogyo.net/
http://www.the-mover.co.jp/
http://www.shineikasei.co.jp/
http://www.icskk.com/
http://www.hinoeisei.org/
http://www.kyowa-kogyo.net/
http://www.shineikasei.co.jp/
http://www.icskk.com/
http://www.sas-group.jp/
http://www.seiujapan.com/


千葉 株式会社 誠宇ジャパン　本社　千葉工場 財部　武志 262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町523 043-298-5430 043-298-5431
千葉 株式会社 東京木工所 寺田 292-0837 千葉県木更津市木材港4 0438-37-2537 0438-37-2794
千葉 株式会社 イサカエンタープライズ 福村 271-0064 千葉県松戸市上本郷86 047-331-7100 047-331-7102
千葉 有限会社 三協化学工業所 樫村　満 290-0011 千葉県市原市能満（のうまん）2080-24 0436-75-1611 0436-74-7011
神奈川 株式会社 システム物流 吉岡　茂樹 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3923 045-935-0451 045-934-9099

新潟 石塚化学産業 株式会社　新潟工場
井上めぐみ
皆川 カズ

954-0111 新潟県見附市今町8-6-3　見附工業団地 0258-66-4840 0258-66-6373

富山 株式会社 ホクペレ 中尾　晃司 938-0045 富山県黒部市田家新（たいえしん）608 0765-58-1123 0765-58-1124
富山 株式会社 公生社 斉藤　隆宏 936-0803 富山県滑川市栗山3596 076-477-1114 076-477-1628
富山 株式会社 アルト 坂下　明義 939-3555 富山県富山市水橋市田袋（みずはしいちたぶくろ）280 076-478-5388 076-478-5322
富山 株式会社 プリテック 宮崎　明代 931-8406 富山県富山市松浦町8番10号 076-426-1088 076-438-0602
富山 株式会社 魚津清掃公社 蔦　浩一 937-0807 富山県魚津市大光寺61-1 0765-22-0311 0765-23-0536
富山 タカオカ化成 株式会社 竹下　勝二 920-0356 富山県高岡市佐加野434 0766-22-1589 0766-22-1599
石川 株式会社 ミナト環境サービス 大間　教由 933-0961 石川県金沢市専光寺町レ3番地9 076-268-1616 076-268-0770
福井 福光産業 有限会社　福井事業所 福田　光則 910-2143 福井県福井市宿布町10-4-1 0776-41-2199 0776-41-4199
福井 福光産業 有限会社 　菖蒲池事業所 福田　光則 912-0041 福井県大野市菖蒲池50字44-1 0779-65-2200 0779-65-2080

長野 ベストプラ 株式会社
芝崎　直樹
日向　信重

384-0093 長野県小諸市大字和田483-33 0267-22-2268 0267-22-2269

長野 豊田興産 株式会社　リサイクルセンター（ＲＣ） 勝山 381-0025 長野県長野市北長池1951-2 090-7949-1271 026-243-1600
長野 共和観光株式会社　松本リサイクルセンター 江本　政東 390-0851 長野県松本市島内6931-87 0263-40-2150 0263-40-2160
山梨 株式会社 日野衛生公社 総務課 409-0112 山梨県上野原市上野原8154-135 042-581-3177 042-581-4816
静岡 株式会社 静岡資源 ‐ 421-1315 静岡県静岡市葵区富厚里1837-1 054-270-1153 054-270-1173
静岡 株式会社稲葉商店 ‐ 417-0826 静岡県富士市中里2585-1 0545-32-2040 0545-32-2039
静岡 ワドー商事株式会社 浅井　実 417-0801 静岡県富士市大渕字長石1286-1 0545-35-2277 0545-35-1555
岐阜 小森産業 株式会社 北村　敦史 505-0056 岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋1129 0574-54-1283 0574-54-1340

岐阜 タイボープロダクツ 株式会社
宮原　淳
三吉　一浩

503-0212 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田1354 0584-69-5360 0584-69-5361

岐阜 有限会社　海津化学ゴム 佐藤　尚史 503-0314 岐阜県海津市平田町西島1280 0584-66-3960 0584-66-4505

愛知 中部第一輸送株式会社　エコロジスティックセンター ‐ 498-0011 愛知県弥富市荷之上町八平裏319－1
お問い合せはＨＰでお願いします。

‐ 0567-66-2252

愛知 株式会社 エコ・ポリス 石井 452-0823 愛知県名古屋市西区あし原町7 052-501-7002 052-501-7003
愛知 株式会社 誠宇ジャパン 広浜 443-0036 愛知県蒲郡市浜町67-5 0533-66-6166 0533-66-6168
愛知 丸八急配社 有限会社 井本 雄一 453-0031 愛知県名古屋市中村区新富町1-2-11 052-481-6281 052-481-6284
愛知 株式会社 寿工業　水野工場 渡辺・柏木 489-0004 愛知県瀬戸市日の出町17 0561-86-9191 0561-86-9555
愛知 永井産業 株式会社 佐藤 唯 455-0834 愛知県名古屋市港区神宮寺1-408 052-389-5305 052-389-5314
愛知 永井産業 株式会社　清須リサイクルセンター 高橋 菜々 452-0911 愛知県清須市西須ケ口58 052-400-8211 052-408-1677
愛知 永井産業 株式会社 　みよしリサイクルセンター 渡辺 聖 470-0224 愛知県みよし市三好町笠松112-2 0561-76-4333 0561-76-4365
三重 株式会社 中島化成工業所 中嶋　朋哉 515-0811 三重県松阪市塚本町373 0598-21-1777 0598-21-1381
滋賀 近畿環境保全 株式会社 田中　恵子 525-0041 滋賀県草津市青地町196番地 077-564-1592 077-567-3767
滋賀 株式会社 湖南リサイクルセンター 永戸　浩一 520-3114 滋賀県湖南市石部口3-6-13 0748-77-8828 0748-77-8820

http://www.seiujapan.com/
http://www.tokyomokko.co.jp/
http://www.isk-japan.co.jp/
http://www.sankyo-kagaku.co.jp/
http://www.icskk.com/
http://www.hokupere.co.jp/
http://www.kohseisya.jp/
http://www.alt-mizuhashi.com/
http://www.prtec.co.jp/
http://www.uozu-sk.com/
http://www.johsho-g.jp/
http://www.fukumitu.jp/
http://www.fukumitu.jp/
http://kyowa-kanko.com/recycle
http://www.hinoeisei.org/
http://e-shigen.com/
http://www.inaba-group.co.jp/
http://www.wado-s.co.jp/
http://www.komoridust.co.jp/
http://kaizu-kagaku.com/
http://www.cdy.co.jp/
http://www.ecopolice.co.jp/
http://www.seiujapan.com/
http://www.nagaisangyo.co.jp/
http://www.nagaisangyo.co.jp/
http://www.nagaisangyo.co.jp/
http://www.kin-kan.co.jp/
http://www.kin-kan.co.jp/


滋賀 株式会社 石田産業 石田 吉富 522-0201 滋賀県彦根市高宮町702-4 0749-24-3386 0749-24-3348
滋賀 株式会社 ECO BANK 岡村 英生 520-3221 滋賀県湖南市三雲13番地 0748-76-2459 0748-76-2458
滋賀 HIKONE化成 ‐ 522-0243 滋賀県犬上郡甲良町小川原867 0749-25-1271 0749-25-4706

京都 株式会社 カンポ 小原　学 612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町233
持込みのみ受け入れ可

075-933-6030 075-934-5491

京都 株式会社 エコワーク 南　浩明 612-8496 京都府京都市伏見区久我西出町3-129 075-922-6868 075-932-2747
大阪 株式会社 ダイトク 紺谷 良継 566-0055 大阪府摂津市新在家2-1-1 06-6827-6160 06-6827-5526
大阪 株式会社 エコリサイクル 中原 581-0844 大阪府八尾市福栄町1-13-2 072-923-7732 072-997-9112
大阪 泉城工業株式会社 ‐ 590-0157 大阪府堺市南区高尾3-3273 072-272-6695 072-272-6696

兵庫 株式会社 横山サポートテック 片山 敬弘 678-0232 兵庫県赤穂市中広1370-1
持込み(日、祝不可・土曜要確認)送付(着払不可)のみ受付

0791-43-5328 0791-43-6568

奈良 新濤和産業　株式会社 王　洪涛 637-0014 奈良県五條市住川町1194-2 0747-23-5011 0747-32-8511
奈良 株式会社 I・T・O　天理リサイクルセンター 岸森　弘樹 632-0073 奈良県天理市田町418-1 0742-95-0822 0742-95-0866
和歌山 株式会社 ジャルク 吉川・松井 648-0086 和歌山県橋本市神野々202-1 06-6265-3373 06-6271-1800
和歌山 ヤツイトレーディング 株式会社 谷井 642-0023 和歌山県海南市重根351-2 073-485-1077 073-485-1078
岡山 株式会社 サピックス　第1リサイクル・プラザ 栄 701-4301 岡山県瀬戸内市牛窓町長浜4910 0869-34-9822 0869-34-9833
岡山 株式会社 サピックス　第2リサイクル・プラザ 正金 703-8214 岡山県岡山市東区鉄125-3 086-208-6500 086-208-6501
岡山 東快産業株式会社 ‐ 702-8016 岡山県岡山市南区小串520 086-269-2064 086-269-2064
広島 株式会社 岩本商店 岩本　貴紀 737-0134 広島県呉市広多賀谷2-3-9 0823-73-7671 0823-74-6167
香川 有限会社 エコテック 海田　哲平 768-0104 香川県三豊市山本町神田3736-1 0875-63-8722 0875-63-8723
愛媛 松山容器 株式会社 玉井 791-8042 愛媛県松山市南吉田町2145-1 089-971-5403 089-973-1517
高知 有限会社 大前田商店 前田　薫 783-0044 高知県南国市岡豊町八幡860-1 088-862-1555 088-862-1579
福岡 株式会社 プラテクノマテリアル 田中　妥広 822-1211 福岡県田川郡福智町伊方3593-1 0947-22-1691 0947-22-1697
福岡 有限会社 クリーンズカンパニー 吉岡　武士 800-0111 福岡県北九州市門司区今津26-18 093-481-5359 093-481-4425
佐賀 株式会社イワフチ 小柳　健一 849-0505 佐賀県杵島郡江北町下小田3305-1 0952-86-5433 0592-86-5436
熊本 株式会社 永野商店　北部事業所 永野 861-5515 熊本県熊本市北区四方寄町1444 096-245-5318 096-245-5319
沖縄 有限会社プラシノス 平良　登 901-2224 沖縄県宜野湾市（ぎのわんし）真志喜3-15-14 098-975-8880 098-975-8807

http://www.eco-ishida.co.jp/
http://www.ecobank.asia/
http://www.hikonekasei.co.jp/
http://www.campo.co.jp/
http://www.kyokan.co.jp/
http://www.daitoku-s.com/
http://www.yst21.co.jp/
http://www.i-t-o.jp/
http://www.jarc-net.co.jp/
http://www.yatsui-trading.co.jp/
http://sapix.ne.jp/
http://sapix.ne.jp/
http://recycle-iwamoto.com/
http://www.ebisu-eco.co.jp/
http://www.matsuyama-youki.jp/
http://omaeda.com/
http://www.eco-nagano.jp/

