■ 一般廃棄物処理業許可業者
○収集運搬業（浄化槽汚泥を除く） 〜６８業者
（令和2年11月1日現在）
取扱廃棄物※ 郵便番号
名称
所在地
電話番号 備考
一般ごみ，木くず類 950-3134 新潟市北区新崎字毘沙門470番地 259-6977
1 新潟興産 株式会社
一般ごみ，木くず類 950-0811 新潟市東区材木町1番45号
2 新和清掃 株式会社
273-1045
3 株式会社 北地区清総
一般ごみ
950-3127 新潟市北区松浜みなと29番5号 259-6363
4 株式会社 新潟市環境事業公社 一般ごみ，木くず類 950-2022 新潟市西区小針七丁目13番13号 265-1291 浄化槽汚泥兼
5 株式会社 新潟ビルサービス 一般ごみ，木くず類 951-8068 新潟市中央区上大川前通九番町1268番地2 228-3477
270-3400
6 新潟交友事業 株式会社 一般ごみ，木くず類 950-0811 新潟市東区材木町1番46号
一般ごみ，木くず類 951-8162 新潟市中央区関屋本村町一丁目149番地9 271-6683
7 株式会社 新鉄工業所
8 株式会社 ＮＫＳコーポレーション 一般ごみ
950-0914 新潟市中央区紫竹山二丁目5番40号 290-5800
一般ごみ，木くず類 950-0811 新潟市東区材木町1番27号
271-7511
9 株式会社 トートク
一般ごみ，木くず類 950-0054 新潟市東区秋葉一丁目5番地
10 有限会社 東北事業
273-5918
11 中野清掃 有限会社
一般ごみ
951-8062 新潟市中央区西堀前通二番町716番地 223-2901 浄化槽汚泥兼
12 北陸保全工業 株式会社 一般ごみ，木くず類 950-0855 新潟市東区江南三丁目1番地2 286-1181
13 ＪＲ新潟鉄道サービス 株式会社 一般ごみ
950-0915 新潟市中央区鐙西二丁目17番19号 244-0590
一般ごみ，木くず類，畳 950-0871 新潟市東区山木戸1323番地1
14 北越環境 株式会社
273-0366 処分業兼
(0258)46-7231
15 株式会社 ネクスコ・メンテナンス新潟 一般ごみ
940-2121 長岡市喜多町字金輪138番1
一般ごみ，木くず類 950-1113 新潟市西区鳥原新田427番地
16 有限会社 ムネケン
377-5146
17 株式会社 ケー・エス工業 一般ごみ
950-1122 新潟市西区木場3402番地1
378-7345
木くず類，食品系廃棄物 950-0801 新潟市東区津島屋三丁目208番地 271-3838 注⑦処分業兼
18 株式会社 不二産業
(0258)92-3890 注②
19 株式会社 ホーネンアグリ 木くず類
949-5414 長岡市飯塚1986番地
(0250)24-5383
20 株式会社 ワーク
一般ごみ
956-0834 新潟市秋葉区小口415番地1
(0250)22-8161
株式会社
ひまわり清掃サービス
21
一般ごみ
956-0825 新潟市秋葉区下新170番地
(0250)25-3970 浄化槽汚泥兼
22 有限会社 ひまわり
家電
956-0825 新潟市秋葉区下新170番地
23 有限会社 ニイツクリーンテック 家電
956-0817 新潟市秋葉区古田ノ内大野開191番地 (0250)21-2177
24 有限会社 菅井産興
一般ごみ
950-3313 新潟市北区太田甲5834番地1
386-8816
25 アイビス技建 株式会社 一般ごみ，木くず類 950-3327 新潟市北区石動一丁目15番地4 386-1520
26 ＪＲＡファシリティーズ 株式会社 馬ふん，敷き藁 104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目19番9号 259-7026
27 有限会社 クボタクリーン 一般ごみ
950-0134 新潟市江南区曙町三丁目12番12号 381-4475 浄化槽汚泥兼
28 有限会社 郷土衛生社
一般ごみ
950-0123 新潟市江南区亀田水道町四丁目6番35号 381-5161
29 有限会社 亀田横越衛生工業社 一般ごみ
950-0134 新潟市江南区曙町一丁目1番46号 382-5418 浄化槽汚泥兼
30 クラウン建設 株式会社
一般ごみ
950-0855 新潟市東区江南一丁目5番地20 286-6641
31 日 土木工業 株式会社 一般ごみ
950-0211 新潟市江南区横越川根町一丁目2番14号 385-3364
32 金政建設 株式会社
一般ごみ
950-0143 新潟市江南区元町四丁目451番地1 382-3341
(0256)82-5211
33 有限会社 ヤマヒロ輸送 一般ごみ
953-0133 新潟市西蒲区夏井747番地
34 株式会社 クリーン公社
一般ごみ
953-0115 新潟市西蒲区横曽根1440番地 (0256)82-2591
(0256)82-3415
35 株式会社 柿島清掃
一般ごみ
953-0125 新潟市西蒲区和納6973番地1
(0256)88-3366 浄化槽汚泥兼
36 株式会社 西川クリーナー 一般ごみ
959-0423 新潟市西蒲区旗屋480番地
(0256)70-5210 処分業兼
新潟エコサイクル工業
株式会社
新潟市西蒲区横戸字新川前3445番地3
37
木くず類
959-0504
(0256)62-2428 木くず類は注①
一般ごみ，木くず類
959-1228 燕市佐渡336番地
38 ふじ環境保全 株式会社
一般ごみ，木くず類
39 有限会社 キープクリーン
950-1416 新潟市南区西笠巻2114番地
362-6045
(0256)86-3050 浄化槽汚泥兼
40 有限会社 潟東環境保全工業 一般ごみ
959-0506 新潟市西蒲区遠藤43番地
41 有限会社 アースレンジャー 一般ごみ，木くず類 950-1403 新潟市南区犬帰新田651番地
280-7003
42 株式会社 佐藤衛生工業 一般ごみ
950-1445 新潟市南区菱潟新田209番地
372-2964 浄化槽汚泥兼
43 有限会社 白根クリーンサービス 一般ごみ
950-1217 新潟市南区白根401番地9
373-4681
44 株式会社 白根清掃社
一般ごみ
950-1437 新潟市南区鍋潟1608番地1
373-4643
950-1213 新潟市南区能登一丁目8番12号 372-2747 浄化槽汚泥兼
45 有限会社 ヌノカワクリーンサービス 一般ごみ
(0250)38-4323
46 有限会社 下越環境開発 一般ごみ
956-0112 新潟市秋葉区新保1279番地1
47 滝澤 ミドリ
一般ごみ
950-1253 新潟市南区大倉新田250番地
372-3922
48 株式会社 ニッケン
一般ごみ
950-1305 新潟市南区大別當13番地
375-2634
375-5405 処分業兼
49 有限会社 スーパージャングル 一般ごみ，木くず類 950-1301 新潟市南区下曲通320番地1
50 株式会社 本田工業
一般ごみ
950-1342 新潟市西蒲区河間125番地2
375-3399
(0256)72-3670
51 株式会社 石山商店
一般ごみ
953-0022 新潟市西蒲区仁箇536番地
(0256)72-8184
52 髙橋 民男
一般ごみ
953-0035 新潟市西蒲区割前97番地4
(0256)72-6063
53 株式会社 ミツワクリーナー 一般ごみ
953-0041 新潟市西蒲区巻甲3044番地3
(0279)25-0815 注③
54 北進重機 株式会社
木くず類
377-0025 群馬県渋川市川島1839番地1
一般ごみ，木くず類
950-1124 新潟市西区緒立流通一丁目1番地１ 377-0080 処分業兼
55 高倉産業 株式会社
56 株式会社 互恵商会
魚腸骨
135-0061 東京都江東区豊洲六丁目5番1号 (03)6633-5516 注④

通し
番号
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
※
注①
注②
注③
注④
注⑤
注⑥
注⑦
注⑧

株式会社 大橋商会

木くず類
木くず類
株式会社 新蒲原総業
木くず類
株式会社 三和環境
一般ごみ
西蒲原土地改良区
一般ごみ
有限会社 吉田商事
木くず類
有限会社 ケイ・エス環境興業 木くず類
青木環境事業 株式会社 汚泥
株式会社 リンコーコーポレーション 木くず類
株式会社 佐藤建設
一般ごみ
グリーンリサイクル 株式会社 木くず類
株式会社 新潟エコテック 一般ごみ，木くず類

新潟県オートリサイクル 株式会社

950-3102
953-0112
959-1284
950-1203
953-0041
950-3101
956-0045
950-3102
950-8540
950-3325
981-3341
956-0817

新潟市北区島見町3399番地37
新潟市西蒲区高畑2426番地
燕市杣木3092番地2
新潟市南区大通黄金三丁目1番地18

新潟市西蒲区巻甲5481番地1
新潟市北区太郎代680番地1
新潟市秋葉区子成場271番地2
新潟市北区島見町3268番地15
新潟市中央区万代五丁目11番30号

新潟市北区白新町二丁目1番2号
宮城県富谷市成田九丁目3番地5

257-4580 処分業兼
処分業兼
(0256)62-5537 注①
362-7706
(0256)72-3164 注⑤
255-3614 処分業兼
(0250)25-3171 処分業兼
255-3360 注⑥処分業兼
271-8100 処分業兼
386-2811
022-351-5904 注⑧
(0256)73-7018

新潟市秋葉区古田ノ内大野開143番地3 0250-23-1235

一般ごみの収集区域は，平成17年3月20日現在の許可区域とする。
【許可条件】
新潟市一般廃棄物処理業（処分業）許可業者の事業場までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
【許可条件】
自社処理場までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
【許可条件】
指定処分場（長岡市不動沢1719番地 株式会社ホーネンアグリ）までの運搬とそこでの荷下しに限る。
【許可条件】
指定保管場所（住所：新潟市江南区鵜ノ子鮫面７３３ 三幾飼料工業株式会社）までの運搬とそこでの荷
下ろしに限る。
【許可条件】
西蒲原土地改良区管内の新潟市内の排水機場等から排出される河川ごみの指定された積替え保管場
所までの運搬とそこでの荷下しに限る。
【許可条件】
汚泥はディスポーザー汚泥に限る。
【許可条件】
食品系廃棄物については，指定された事業所から指定処分場（設置場所：新潟市西区内野上新町12823
番外株式会社不二産業）までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
【許可条件】
配電線の支障木伐採作業に伴い生じた木くずに限る。自社処分場（福島県二本松市小沢字原115番地
までの運搬とそこでの荷下ろしに限る。
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