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1 株式会社　佐合木材 岐阜県美濃加茂市吉井町下古井４５０番地の１ 0574-26-3111 岐阜県各務原市須衛町７丁目４１番地の１（移動式） 280 t/日 ○ 02320020888

2 自然応用科学　株式会社 名古屋市中区錦一丁目１３番２６号 052-212-1411 岐阜県山県市大字大森字恋洞２３５番３（移動式） 263.2 t/日 ○ 02320106895

3 株式会社　鈴鍵 豊田市中金町塚ノ本111番地3 0565-41-2003 豊田市和合町田螺池２４７番２、２４９番（移動式） 216 t/日 ○ 02320034339

4 自然応用科学　株式会社 名古屋市中区錦一丁目１３番２６号 052-212-1411 岐阜県山県市大字大森字恋洞２３５番３（移動式） 424 t/日 ○ 02320106895

5 株式会社　チップス 一宮市木曽川町玉ノ井字柳原２８０番地 0586-87-5898 一宮市木曽川町玉ノ井柳原２７５番 207.2 t/日 ○ 02320151207

6 昭栄金属　株式会社 一宮市丹陽町五日市場字天上１２６番地 0586-76-3211 一宮市丹陽町五日市場字天上１２２番（移動式） 112.8 t/日 ○ 02320052644

7 誠美社工業　株式会社 瀬戸市暁町３番９１ 0561-41-3309 瀬戸市暁町３番９１ 104 t/日 ○ 02320019319

8 フルハシＥＰＯ　株式会社 名古屋市中区金山一丁目１４番１８号 052-324-9088 春日井市松河戸町５番 280 t/日 ○ 02320028236

9 フルハシＥＰＯ　株式会社 名古屋市中区金山一丁目１４番１８号 052-324-9088 清須市西堀江西浦２４１７番１ 98.4 t/日 ○ 02320028236

10 株式会社　山田林業 岐阜県多治見市廿原町５０６番地の１ 0572-25-0863 岐阜県多治見市廿原町字北ノ洞９２番１（移動式） 156.8 t/日 ○ 02320061208

11 名古屋港木材倉庫　株式会社 名古屋市南区加福本通二丁目１番地 052-611-0311 犬山市字角池３５番２ 96.16 t/日 ○ 02320001116

12 株式会社　丸光イトウ 岐阜県可児市瀬田８８９番地の２ 0574-61-0171 岐阜県可児市谷迫間字松葉５５２番１、５５３番１（移動式） 118.08 t/日 ○ 02320065754

13 自然応用科学　株式会社 名古屋市中区錦一丁目１３番２６号 052-212-1411 岐阜県山県市大字大森字恋洞２３５番３（移動式） 424 t/日 ○ 02320106895

14 有限会社　加賀造園 津島市鹿伏兎町西６６番地 0567-31-0379 津島市鹿伏兎町上郷１９４番 4.72 t/日 ○ 02320166638

15 有限会社　八開チップ 愛西市下東川町蔵之段７４番地 0567-37-0578 愛西市鵜多須町寺浦１０８番 272.704 t/日 ○ 02320081366

16 株式会社　佐藤組 名古屋市中村区横井一丁目１３５番地１ 052-411-5551 海部郡飛島村大字新政成十丁目５０番 240 t/日 ○ 02320016125

17 有限会社　カネニコンポスト 半田市港町三丁目１４８番地の１ 0569-32-2267 半田市港町三丁目１４８番１ 4.32 t/日 ○ 02320102164

18 株式会社　榊原環境 半田市宮本町六丁目２０２番地の１ 0569-21-4885 半田市葭谷町一丁目５２番 4.8 t/日 ○ 02320139410

19 株式会社　あおき環境開発 知多郡武豊町字多賀五丁目３９番地 0569-27-5436 半田市葭谷町二丁目７８番２ 4.32 t/日 ○ 02320145743

20 株式会社　タツノ開発 半田市岩滑西町二丁目53番地の1 0569-23-0229 常滑市久米字御林１２４番 4.64 t/日 ○ 02320000496

21 木材開発　株式会社 大阪府大阪市住之江区新北島三丁目６番４５号 06-6685-6225 東海市浅山三丁目１６番　　 285 t/日 ○ 02320003319

22 株式会社　東海環境リサイクル 知多郡阿久比町大字草木字中郷８２番地 0569-48-6689 知多郡阿久比町大字阿久比字旭１００番 4.56 t/日 ○ 02320157679

23 フルハシＥＰＯ　株式会社 名古屋市中区金山一丁目１４番１８号 052-324-9088 半田市日東町４番５３ 188 t/日 ○ 02320003319
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24 株式会社　知多環境研究所 常滑市小鈴谷字奥沢１０３番２ 0569-24-4800 知多郡美浜町大字北方字吉田流７３番２ 4.536 t/日 ○ 02320151868

25 三河代用燃料　有限会社 安城市和泉町北大木６番地３ 0566-92-1960 安城市和泉町北大木６番地３ 219 t/日 ○ 02320031164

26 松治木材　株式会社 西尾市一色町対米中野２９番地 0563-72-8881 西尾市一色町対米中野３０番１ 160 t/日 ○ 02320075514

27 株式会社　エヌジェイエス 西尾市下矢田町薄畑３６番地１ 0563-59-8814 西尾市吉良町宮迫大上４２番の７９ 114.5 t/日 ○ 02320001079

28 株式会社　香木園 みよし市打越町池下１３番地の１ 0561-34-0055 みよし市打越町上池田１１番１ 4.72 t/日 ○ 02320076852

29 有限会社　鈴信組 新城市富永字郷ノ内６番地の１ 0536-23-0721 新城市黄柳野字金床７０７番１ 605.744 t/日 ○ 02320063835

30 有限会社　鈴信組 新城市富永字郷ノ内６番地の１ 0536-23-0721 新城市黄柳野字金床７０７番１（移動式） 114.4 t/日 ○ 02320063835

31 有限会社　鈴信組 新城市富永字郷ノ内６番地の１ 0536-23-0721 新城市黄柳野字金床７０７番１（移動式） 1192 m3/日 ○ 02320063835

32 株式会社　丸義商店 新城市須長字八幡1番地 0536-23-5390 新城市須長字井ノ下１７番１（移動式） 46.4 t/日 ○ 02320040246

33 株式会社　丸義商店 新城市須長字八幡1番地 0536-23-5390 新城市須長字井ノ下１７番１（移動式） 519 t/日 ○ 02320040246

34 株式会社　丸義商店 新城市須長字八幡1番地 0536-23-5390 新城市乗本字上貝津80番 119.36 t/日 ○ 02320040246

35 三州建設　株式会社 新城市大海字中貝津１６番地の６ 0536-25-0062 新城市富栄字友沢１９番３ 47.52 t/日 ○ 02320015342

36 株式会社　市川造園 豊川市為当町椎木２５７番地 0533-76-2431 豊川市平井町安原６番１（移動式） 23.68 t/日 ○ 02320140268

37 マルカ建設　株式会社 蒲郡市西浦町中屋敷１７番地 0533-57-1017 蒲郡市浜町６７番２２ 41.36 t/日 ○ 02320003213

38 田原環境サービス　株式会社 田原市大久保町黒河２２番地の６４０ 0531-23-2488 田原市野田町向山１番１の１ 38.4 t/日 ○ 02320039955

39 株式会社　パイオニア・グリーン 田原市大草町南三軒９番地１ 0531-23-0006 田原市大草町南三軒１１番（移動式） 15.84 t/日 ○ 02320076807

40 株式会社　冨田組 田原市大久保町黒河２２番地の６４０ 0531-22-1500 田原市野田町上桜１番１（移動式） 140.8 t/日 ○ 02320031323

41 株式会社　冨田組 田原市大久保町黒河２２番地の６４０ 0531-22-1500 田原市野田町上桜１番１（移動式） 153.12 t/日 ○ 02320031323

42 株式会社　市川造園 豊川市為当町椎木２５７番地 0533-76-2431 豊川市平井町安原６番１ 4.56 t/日 ○ 02320140268

43 柴田興業　株式会社 岡崎市美合町字五本松２番地１ 0564-55-8811 新城市八名井字大入山２番２ 72 t/日 ○ 02340040853

44 株式会社　ＭＡＲＵＫＯ 豊橋市神ノ輪町２０番地の２ 0532-48-3718 豊橋市東細谷町字一里山２番１（移動式） 119.2 t/日 ○ 02320001959

45 株式会社　冨田組 田原市大久保町黒河２２番地の６４０ 0531-22-1500 田原市野田町上桜１番２（移動式） 60 t/日 ○ 02320031323

46 有限会社　岡本環境造園 豊川市大崎町野中７２番地 0533-79-8165 豊川市大崎町野中７２番（移動式） 119.76 t/日 ○ 02320140342
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47 株式会社　市川造園 豊川市為当町椎木２５７番地 0533-76-2431 豊川市為当町椎木２５８番地 4.2272 t/日 ○ 02320140268

48 株式会社　冨田組 田原市大久保町黒河２２番地の６４０ 0531-22-1500 田原市野田町上桜１番２（移動式） 153 t/日 ○ 02320031323

49 株式会社　冨田組 田原市大久保町黒河２２番地の６４１ 0531-22-1501 田原市大久保町大新田72番8(移動式) 128.8 t/日 ○ 02320031324


