
株式会社　大空リサイクルセンター　東京中間処理工場　廃棄物処理フロー図 2018/4/1　現在

収集運搬業者 収集運搬業者

【㈱インターオート】【㈱西中国陸運】 ㈱クリショー 広島市 07340085872
破砕 4.53t/日 【㈲ノースライナー】 広島市安佐北区白木町大字志路字大爆3933他 安定型埋立 394.8万m3
圧縮梱包 30.6t/日 大水産業㈱ 【日生運輸㈱】 西福開発㈲ 福山市 09143071788

さいたま市岩槻区釣上新田318 広島県福山市加茂町字北山3107-1外 安定型埋立 132.3万m3
【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120007084 ㈱照和樹脂 【鐵伸運輸】【オーシャントランス㈱】 大佐興業㈱ 大分県 04435187893

焼却 270t/日 埼玉県三郷市彦川戸2-1 大分県佐伯市宇目大字南田原2453-3他 安定型埋立 31.9万m3
【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120007084 ㈱エコロ

焼却 440t/日 埼玉県富士見市ふじみ野西4-4-14

【㈱サニックス】【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 群馬県 01020002851
破砕 300t/日

【㈱大空RC】 神奈川県 01423009887 【佐野運送㈲】 明星セメント㈱ 新潟県 01526035782
破砕、切断 95.04t/日他 新潟県糸魚川市上刈7-1397-1外 焼却 334t/日

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 群馬県 01020158797
焼却溶融 132t/日

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 千葉県 01220128419
切断 48.72t/日

㈱新井商店 製紙原料
圧縮梱包 30.6t/日 東京都足立区入谷1-21-2 東　第53号

【㈱サニックス】【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 群馬県 01020002851 ㈲澤村紙業 製紙原料
破砕 374t/日 東京都足立区入谷7-22-20 東　第249号

㈱須賀 製紙原料
川口市里1119-16、西多摩郡瑞穂町高根650 埼　Ⅴ-16　他

日本ノボパン工業㈱
破砕 28.8t/日 茨城県つくば市上大島字神明1751-1

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120039232 大建工業㈱
破砕 28t/日 茨城県高萩市赤浜160-1

【㈱大空RC】【㈱タケエイグリーンリサイクル】 山梨県 01926110643 市原グリーン電力㈱
破砕 221.6t/日 千葉県市原市八幡海岸通1

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 川越市 10320002022 ㈱ナコード
破砕 175.2t/日 埼玉県日高市大字南平沢字下水久保1854-1

【㈱大空RC】 埼玉県 01120058127
破砕 720t/日

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120007084
破砕（単独） 43.2t/日 焼却 440t/日
破砕（混合） 28.8t/日 【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120074516
圧縮梱包 30.6t/日 破砕、混合 255.37/日

【㈱大空RC】 神奈川県 01422023601
破砕　他 64t/日　他

金属くず ㈱青木
破砕（単独） 369t/日 埼玉県入間郡三芳町大字上富1996-1
破砕（混合） 405t/日 ㈱丸二商店

埼玉県所沢市南永井字南一本木985-2
日中交流サービスセンター㈱
茨城県坂東市みむら644

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120007084 ㈲坂入商店
焼成 1,250t/日 埼玉県八潮市大字桁541-5外

破砕 405t/日 【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120007084 ㈱カネテツ
圧縮梱包 30.6t/日 焼成 1,925t/日 東京都足立区入谷9-5-10

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 東京都 1320071582
破砕 680t/日

【㈱大空RC】【㈱祥和ロジスティックス】【㈱富士総業開発】 栃木県 00920110459
【㈱拓早運輸】【㈱祥和コーポレーション】 破砕 2,252t/日

【㈱インターオート】【㈱西中国陸運】 ㈱クリショー 広島市 07340085872
【㈲ノースライナー】 広島市安佐北区白木町大字志路字大爆3933他 安定型埋立 394.8万m3

【日生運輸㈱】 西福開発㈲ 福山市 09143071788
広島県福山市加茂町字北山3107-1外 安定型埋立 132.3万m3

【大空RC】【㈱拓早運輸】 千葉県 01220036181 【鐵伸運輸】【オーシャントランス㈱】 大佐興業㈱ 大分県 04435187893
破砕 405t/日 破砕 240t/日 大分県佐伯市宇目大字南田原2453-3他 安定型埋立 31.9万m3
圧縮梱包 30.6t/日 【大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120036181 石膏ボード

破砕 205.44t/日
【大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120105053 粉再資源化

破砕 200t/日

【㈱大空RC】 二光産業処理㈲ 高崎市 11630172154
群馬県高崎市吉井町上奥平字2187-1外 安定型埋立 44.9万m3

【㈱大空RC】 JFE環境㈱ 横浜市 05620004313
横浜市鶴見区末広町二丁目1番8 破砕　他 91.66t/日　他

最終処分又は再生

太平洋セメント㈱　熊谷工場
埼玉県熊谷市三ヶ尻字上ノ裏3110外
太平洋セメント㈱　埼玉工場

埼玉県川越市大字中福字鬼窪918-1外

太平洋セメント㈱　埼玉工場

山梨県富士吉田市字唐松4836-1

群桐エコロ㈱
群馬県太田市新田大町600-26

㈱祥和コーポレーション
栃木県栃木市尻内町字萱落1655

再資源化

㈱木村建設
東京都西多摩郡瑞穂町南平1-1-2

埼玉県日高市大字原宿字一本杉710-1外
太平洋セメント㈱　埼玉工場
埼玉県熊谷市三ヶ尻字上ノ裏3110外
太平洋セメント㈱　熊谷工場

再生
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

群馬県太田市西新町125-5，6，7
神鋼産業㈱

東京中間処理工場 再生委託先または再中間委託先

セメント燃原料

セメント燃原料

燃料

再製塩ビ

紙くず

千葉県袖ケ浦市南袖52
吉野石膏㈱　草加工場
埼玉県八潮市大字西袋字川西98-1外

再生利用

塩ビ原料

金属原料

金属原料

金属原料

塩ビ原料

堆肥化

燃料チップ

セメント燃原料

セメント燃原料

セメント燃原料

金属原料

ボード原料

ボード原料

バイオマス発電

燃原材料

神奈川県伊勢原市下谷字堤1257-1外

㈱サニックス
群馬県太田市西新町125-5，6，7

リファインバース㈱
千葉県八千代市大和田新田字津金向672-4

人工砂

セメント燃原料

再生砕石・砂

再生骨材

燃料

-
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廃プラスチック類

埼玉県日高市大字原宿字一本杉710-1外
㈱サニックス

㈱ギプロ
埼玉県八潮市新町32-1外

吉野石膏㈱　千葉第二工場廃石膏ボード

木くず

㈱タケエイグリーンリサイクル

自社　埼玉工場
埼玉県所沢市松郷339-1外

繊維くず（畳）

石綿含有産業廃棄物
積替え・保管

木村建材工業㈱

㈱ナコード
埼玉県日高市大字南平沢字下水久保1854-1

㈱タズミ
神奈川県綾瀬市早川2647-35　他

ガラス・コンクリート・
陶磁器くず

埼玉県日高市大字原宿字一本杉710-1外
秩父太平洋セメント㈱
埼玉県秩父市大字大野原字下原550-1外

燃料チップ

RPF化

石膏ボード

ｾﾒﾝﾄ燃原料

水銀使用製品産業廃棄物

積替え・保管

金属原料
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株式会社　大空リサイクルセンター　東京中間処理工場　廃棄物処理フロー図 2018/4/1　現在

収集運搬業者 収集運搬業者

【㈱インターオート】【㈱西中国陸運】 ㈱クリショー 広島市 07340085872
破砕 405t/日 【㈲ノースライナー】 広島市安佐北区白木町大字志路字大爆3933他 安定型埋立 394.8万m3

建設関連会社 再生砕石・砂 【日生運輸㈱】 西福開発㈲ 福山市 09143071788
広島県福山市加茂町字北山3107-1外 安定型埋立 132.3万m3

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120039232 【鐵伸運輸】【オーシャントランス㈱】 大佐興業㈱ 大分県 04435187893
破砕 400t/日 大分県佐伯市宇目大字南田原2453-3他 安定型埋立 31.9万m3

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120007084
焼成 1,250t/日

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120007084
焼成 1,925t/日

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 川越市 10320002022
破砕 822.4t/日

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 東京都 1320071582
破砕 680t/日 【仙台環境開発㈱】【㈱大環サービス】 仙台環境開発㈱ 仙台市 05440052901

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 相模原市 09820034142 【㈱安部工業】 仙台市青葉区芋沢字青野木457-1外 管理型埋立 321.0万m3
破砕 600t/日 【㈱三協】【大徳運輸㈱】 クリーン開発㈱ 愛知県 02330045711

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120037852 【㈱ティプロ】【㈲水野運送店】 愛知県瀬戸市余床町380 管理型埋立 316.4万m3
破砕 640t/日 【篠竹興業㈱】 かながわ環境整備センター 神奈川県 -

【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 横浜市 05620020263 神奈川県横須賀市芦名3-1990外 管理型埋立 54.4万m3
破砕 675t/日 【㈱アイザックトランスポート】【佐々木商事㈱】 ㈱アイザック・オール 富山市 08533046118

【㈱大空RC】【㈱祥和ロジスティックス】【㈱富士総業開発】 栃木県 00920110459 富山県富山市山本字浅桐谷1-1　他145筆 管理型埋立 510.0万m3
【㈱拓早運輸】【㈱祥和コーポレーション】 破砕 2,252t/日 【㈲水野運送店】 ㈱クリーンテック 福島県 00730072849

福島県福島市飯坂町中野字赤落27外 管理型埋立 75.2万m3
【㈲柏廃材処理センター】→ ㈱疋田建設 奈良県 02926074893

【日興サービス㈱】→【泉興業㈱】他 奈良県香芝市穴虫2624-1の一部 造粒固化 2,880t/日

【㈱トモノ】 渡辺産業㈱ 栃木県 00920064440
栃木県日光市町谷1773-1外 固形化 210.4m3/日

【㈱向洋】【ユタカ商事㈲】 向洋産業㈱ 茨城県 00831045993
①～④【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 川崎市 05720004159 北茨城市関南町神岡下字金ヶ峯2700外 管理型埋立 46.8万m3

破砕 4.53t/日 焼却 210t/日
①②④【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 横浜市 05620003072 ツネイシカムテックス㈱ 福山市 09140001356

①～⑦【ツネイシカムテックス陸運㈱】 焼却 372t/日 広島県福山市箕沖町107-6 管理型埋立 68.5万m3
破砕 405t/日 【日生運輸㈱】【門田石油㈱】 福山市 09140001356 【ツネイシカムテックス陸運㈱】 （一財）広島県環境保全公社 広島市 07330004554
破砕 28.8t/日 焼却・溶融 340t/日 広島市南区出島四丁目地先　外 管理型埋立 186万m3
圧縮梱包 30.6t/日 ①②④⑤⑥【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 東京都 1320129086

焼却・溶融 650t/日
①～④【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120000779 【大徳運輸㈱】 クリーン開発㈱ 愛知県 02330045711

【明成物流㈱】 焼却 495t/日 愛知県瀬戸市余床町380 管理型埋立 316.4万m3
①～⑦【日生運輸㈱】 倉敷市 10020115053 【大平興産㈱】 大平興産㈱ 千葉県 01230001907

焼却 555t/日 千葉県富津市高溝字左リ沢395-1 管理型埋立 293.8万m3
①～③【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 相模原市 09820000103 【㈱ジェイテックシステム】 三重中央開発㈱ 三重県 02448004487

焼却 41.6t/日 三重県伊賀市予野字鉢屋4713-1外 焼成他 187t/日
東海サンド㈱ 静岡県 02221003444 住友大阪セメント㈱ 兵庫県 02826000557
静岡県御前崎市池新田字南川端8838-1外 分級 1,440t/日 兵庫県赤穂市折方字中水尾1513他 焼却 1,924.4t/日

住友大阪セメント㈱ 高知県 03920000557
高知県須崎市押岡字中須賀242-1外 焼成 7,390t/日
㈱疋田建設 奈良県 02926074893
奈良県香芝市穴虫2624-1の一部 造粒固化 2,880t/日

【関東ロジスティクス㈱】【㈱ケイ・エム環境】【みなと運送㈱】 新井総合施設㈱ 千葉県 01230110159
破砕 4.53t/日 【関東資源㈱】【関東リソース㈱】【㈱プラネット】 千葉県君津市怒田字花立643-1外 管理型埋立 200.3万m3
破砕 405t/日 【澤希運輸㈲】 静岡県 02221000340 ㈱ジャパンクリーン 仙台市 05430009062
破砕 28.8t/日 固形燃料製造 168.48t/日 【㈱ジャパンクリーン】【㈱ケイ・エム環境】 仙台市青葉区芋沢字青野木109　他 管理型埋立 104.1万m3
圧縮梱包 30.6t/日 【㈱大空RC】【㈱拓早運輸】 埼玉県 01120039232 【仙台環境開発㈱】【㈱大環サービス】 仙台環境開発㈱ 仙台市 05440052901

破砕 400t/日 【㈱安部工業】 仙台市青葉区芋沢字青野木457-1外 管理型埋立 321.0万m3
太平洋セメント㈱　熊谷工場 埼玉県 01120007084
埼玉県熊谷市三ヶ尻字上ノ裏3110外 焼成 1,250t/日
太平洋セメント㈱　埼玉工場 埼玉県 01120007084
埼玉県日高市大字原宿字一本杉710-1外 焼成 1,925t/日

太平洋セメント㈱　熊谷工場

埼玉県川口市本蓮4-2600-4外
㈱池田商店

最終処分又は再生再資源化

静岡県袋井市村松字神子ヶ谷1553-9　外

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬字六番2245-1外
三菱マテリアル㈱　横瀬工場

㈱クレハ環境
川崎市川崎区千鳥町9-6ほか

相模原市南区磯部606-1外
中原建設㈱

㈱木村建設

再生委託先または再中間委託先

㈱相模土建

自社　埼玉工場

木村建材工業㈱
埼玉県川越市大字中福字鬼窪918-1外

ツネイシカムテックス㈱
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㈱エニックス
相模原市南区新磯野251-2

埼玉県所沢市松郷339-1外

②　木くず

㈱リサイクルクリーン

混合廃棄物

⑥　ガラス陶磁器くず

水島エコワークス㈱

⑦　がれき類

岡山県倉敷市水島川崎通1-14-5
③　繊維くず
④　廃プラスチック類
⑤　金属くず

広島県福山市箕沖町107-5

㈱シンシア

①　紙くず

横浜市金沢区幸浦1-10-4外

がれき類

焼却物

横浜市旭区上川井町2446外
㈱祥和コーポレーション
栃木県栃木市尻内町字萱落1655

東京臨海リサイクルパワー㈱

東京都西多摩郡瑞穂町南平1-1-2

東京都江東区青海3丁目地先

埼玉県熊谷市三ヶ尻字上ノ裏3110外
太平洋セメント㈱　埼玉工場
埼玉県日高市大字原宿字一本杉710-1外

東京中間処理工場

再生砕石・砂

再生砕石・砂

再生砕石

再生骨材

燃え殻

燃え殻

溶融スラグ
燃え殻

発電利用

-

セメント燃原料

セメント燃原料

再生砕石

再生砕石・砂

再生盛土材

再生砕石

ｾﾒﾝﾄ原燃料

ガス化

燃え殻

燃え殻

RPF化

再生盛土材

ｾﾒﾝﾄ原料

ｾﾒﾝﾄ原料

路盤材等

セメント燃原料

自社　埼玉工場 -
埼玉県所沢市松郷339-1外

セメント燃原料

東京都 1310039232 埼玉県 01110039232 神奈川県 01402039232 千葉県 01200039232 群馬県 01000039232 山梨県 01900039232 神奈川県 01402000485 富山市 08513000485 埼玉県 01100176642 東京都 1300176642 茨城県 00801176642
埼玉県 01100159906 栃木県 00900159906 埼玉県 01107140974 東京都 1300140974 埼玉県 01105003841 神奈川県 01402003841 千葉県 01200003841 宮城県 00403003841 千葉県 01200052516 埼玉県 01103052516
神奈川県 01402040395 東京都 1300020263 神奈川県 01403020263 尼崎市 7118000299 奈良県 02900000299 山形県 0611011644 埼玉県 01103043471 栃木県 00900043471 岩手県 00300043471
東京都 1300139025 埼玉県 01100139025 神奈川県 01400139025 広島県 03401139025 神奈川県 01412000226 東京都 1310078535 北九州市 07600078535 北海道 00100082647 尼崎市 7117021861
神奈川県 01402042581 東京都 1300016797 埼玉県 01101016797 神奈川県 01405016797 広島県 03407016797 神奈川県 01403022386 千葉県 01200022386 宮城県 0400072849 福島県 00701072849
埼玉県 01101007185 神奈川県 01403007186 東京都 1300007186 宮城県 0400007186 埼玉県 01110045470 神奈川県 01402045470 東京都 1300045470 千葉県 01200045470 埼玉県 01100038929 山形県 0611038929 宮城県 0400038929
埼玉県 01100176823 神奈川県 01400176823 東京都 1300176823 千葉県 01200176823 東京都 1310128100 北海道 00100128100 埼玉県 01110018949 神奈川県 01403018949 東京都 1300018949 千葉県 01200018949 宮城県 0400018949
神奈川県 01403000995 茨城県 0801000995 埼玉県 02201055581 神奈川県 01404055581 静岡県 02201055581 千葉県 01200004357 宮城県 0400004357 神奈川県 01403004357 富山県 01601004357
埼玉県 01100171773 栃木県 00900171773 東京都 1300002851 埼玉県 01102002851 群馬県 01000002851 埼玉県 01104126322 東京都 1300126322 群馬県 01000126322 広島県 03400126322 静岡県 02201126322
神奈川県 01403068940 新潟県 01509068940 神奈川県 01403029000 愛知県 02300029000 神奈川県 01403114350 静岡県 02202114350 三重県 02400114350 山形県 0618051331 神奈川県 01402055755
埼玉県 01101009062 宮城県 0400009062 群馬県 01000009062 川崎市 05710099867 尼崎市 07105099867 埼玉県 01101110459 さいたま市 10110110459 東京都 1300110459 栃木県 00900110459
埼玉県 01103021526 神奈川県 01402021526 東京都 1300021526 栃木県 00900021526 埼玉県 01105124350 神奈川県 01402124350 東京都 1300124350 栃木県 00900124350 埼玉県 01100178126 東京都 13001748126 茨城県 00801178126
埼玉県 01107015847 宮城県 0400015847 埼玉県 01101144849 宮城県 00900144849 兵庫県 02803079120 奈良県 02900079120 埼玉県 01105052901 神奈川県 01403052901 宮城県 00400052901 山形県 0609052901
埼玉県 01103129500 神奈川県 01402008491 宮城県 00400008491 神奈川県 01403007926 愛知県 02300007926 神奈川県 01403001907 千葉県 01200001907 埼玉県 01107143837 栃木県 00900143837
埼玉県 01103150147 東京都 1300101775 埼玉県 01106101775 神奈川県 01403101775 千葉県 01200101775 群馬県 01000101775 東京都 1300110643 埼玉県 01101110643 相模原市 09810110643 山梨県 01906110643
静岡県 02211005773 千葉県 01200005773 栃木県 00900005773 埼玉県 01107043278 東京都 1310002555 埼玉県 01110002555 神奈川県 01403002555 群馬県 01000002555 福島県 00707002555
東京都 1300172366 埼玉県 01100172366 神奈川県 01400172366 広島県 03407172366 埼玉県 01102098523 神奈川県 01402098523 愛知県 02300098523 滋賀県 02501098523 岩手県 00300098523 神奈川県 01404003444 静岡県 02211003444
埼玉県 01101085565 東京都 1300085565 福岡県 04000085565 大分県 04408085565 神奈川県 01403040882 千葉県 01200040882 栃木県 00900040882 神奈川県 01402000436 栃木県 00900000436
東京都 1300172610 埼玉県 01100172610 神奈川県 01400172610 広島県 03400172610 川崎市 05710003487 兵庫県 02801003487 埼玉県 01102004578 北海道 00100004578 神奈川県 01401015690 千葉県 01200015690
神奈川県 01400156489 滋賀県 02501156489 埼玉県 01100139040 東京都 1300139040 広島県 03401139040 兵庫県 02804074893 奈良県 02902074893 北海道 00100009220 北海道 00100042960
東京都 1300010029 埼玉県 01101010029 神奈川県 01403010029 広島県 03400010029 岡山県 03302010029 埼玉県 01104000415 新潟県 01509000415 岩手県 00300000415 茨城県 00801000415 栃木県 00900000415
東京都 1300052726 埼玉県 01101052726 神奈川県 01402052726 千葉県 01200052726 埼玉県 01101003416 東京都 1300003416 神奈川県 01402003416 山形県 0609003416 福島県 00707003416 宮城県 0400003416 兵庫県 02801004487
神奈川県 01403003178 愛知県 02300003178 福島県 00702003178 埼玉県 01101000576 神奈川県 01403000576 東京都 1300000576 千葉県 01200000576 兵庫県 02803015965 奈良県 02900015965
東京都 1300057708 埼玉県 01104057708 神奈川県 01403024687 茨城県 00801024687 千葉県 01200138959 山形県 0609138959 宮城県 0402138959 神奈川県 01405027674 静岡県 02201027674

【 　大道埠頭㈱　 】

【 　㈲柏廃材処理センター　 】 【 　門田石油㈱　 】 【 　神奈川環境開発㈱　 】

【 　関東資源　 】 【 　関東リソース㈱　 】

【 　関東ロジスティクス㈱　 】

【 　㈱クリーンテック　 】

【 　㈱クレンズ興産　 】
収

集

運

搬

業

者

許

可

番

号

【　㈱大空リサイクルセンター　】 【　㈱アイザック・ト ランスポート 　】 【 　アースワーク㈱　 】
【 　㈱Rエンジニアリング　 】 【 　㈱安部工業　 】 【 　新井運送㈱　 】

【 　㈱アルファサポート　 】 【 　㈱池田商店　 】 【 　泉興業㈱　 】 【 　井上工業㈱　 】

【 　㈱インターオート　 】

【 　㈲打木運輸　 】

【 　㈱エスアール　 】

【 　篠竹興業㈱　 】

【 　㈱ジャパンクリーン　 】 【 　松栄㈱　】 【　㈱祥和コーポレーシ ョン　 】

【 　㈱祥和ロジスティックス　 】【 　昭和通運㈱　 】 【 　㈱新起　 】

【 　㈱スズセイ　 】

【 　㈲成幸重機　 】

【 　仙台環境開発㈱　 】

【 　㈱大環サービス　 】

【 　佐野運送㈲　 】 【 　㈱三協　】 【 　㈱ジェイテックシステム　 】 【 　ジークライ ト㈱　 】

【 　北海道JR物流㈱　】

【 　三重中央開発㈱　 】
【 　㈲水野運送店　 】 【 　みなと運送㈱　】

【 　㈲ノースライナー　 】

【　ツネイシカムテックス陸運㈱　】 【 　㈱ティプロ　 】 【 　東海サンド㈱　 】

【 　㈱トモノ　 】 【　㈱日産クリエイティブサービス　】

【 　㈱西中国陸運　 】 【 　日興サービス㈱　 】 【 　日本貨物鉄道㈱　 】 【 　日本環境開発㈱　 】

【 　㈱日本プラスパー　 】

【 　宮坂産業㈱　 】

【 　明成物流㈱　 】 【 　ユタカ商事㈲　 】 【 　㈱ラ イフ　 】 【 　渡邊林産㈱　 】

【 　㈱疋田建設　 】

【 　日生運輸㈱　 】 【 　㈱富士総業開発　 】

【 　㈱プラネット　 】

【 　北海自動車運送㈱　 】

【 　㈱丸丙　 】

【 　アズマ・ ロジテック㈱　 】

【 　オーシャントランス㈱　 】 【 　大北運輸㈱　 】

【 　栗林商船㈱　 】

【 　㈱サガラ興業　 】

【 　須藤建材㈱　 】 【　㈱セーフティーア イランド　 】

【 　㈱貴　 】

【 　鐵伸運輸㈱㈱　 】

【 　大徳運輸㈱　 】 【 　太平興産㈱　 】

【 　㈲高篠運輸　 】 【 　㈱拓早運輸　 】 【　㈱タケエイグリーンリサイクル　】

【 　中遠環境保全㈱　 】 【 　中央通運㈱　】 【 　都築鋼産㈱　 】

【 　㈱ケイ ・ エム環境　 】

【 　㈱向洋　】 【 　光陽産業㈱　 】 　 【 　佐々木商事㈱　 】

【 　㈱サニックス　 】 【 　澤希運輸㈱　 】
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