
秋田県廃棄物再生事業者登録一覧
現在

住所 登録証明書交付年月日 産廃処分

事業所の所在地 再交付・変更等年月日 古紙 金属くず 古繊維 空き瓶 空き缶 非鉄金属 委託 許可 許可

大仙市幸町５番９号 H7.8.24

大仙市幸町５番９号 H23.1.5 変更

大仙市大花町２番１０号 H7.8.24

大仙市高関上郷字杉本４２０番地 H23.6.30 変更

大館市片山町３丁目２番５８号 H7.9.7

同上

能代市扇田字柑子畑１番地１ H7.11.17

同上 H20.5.18 変更

湯沢市前森３丁目９－３５ H8.2.14

湯沢市古舘町２７６番地１ H19.6.21 変更

秋田市寺内字三千刈４６１番地 H8.2.19

同上

能代市扇田字道地１３９番地１ H16.8.5

同上

能代市浅内字玉清水７１－３ H18.3.7

同上

能代市栄町２６４番地 H29.5.2

山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地５３番地

秋田市新屋元町８番２５号 H12.6.9

秋田市浜田滝の宮１２３

北海道札幌市清田区清田一条一丁目７番２３号 H17.11.30

秋田市土崎港穀保町１３０－１ H31.4.5

秋田市卸町二丁目１番１１号 H18.4.25

同上

潟上市天王字追分西２６番地４３ H20.2.27

同上

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山１１７番地 H22.2.1

同上 R3.3.1
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事業の内容 一廃処理業
登録
番号

氏名及び名称 代表者の氏名 備考

土地保
有税特
別免税
対象

区分

１ 株式会社 県南プレスｾﾝﾀｰ 鈴木　善啓 ● ●
機械工具類・自動車・非鉄金属
類・古鉄・農機具他

× 処分 ● その他

２ 有限会社 高徳商店 高橋　良仁 ● ● 古鉄 ×
収集・
処分

古紙
金属

３ 有限会社 伸秋産業 太田　誠一 ● × 古紙

５ 有限会社 能代資源 佐藤　肇治 ● ●
缶類(ｽﾁｰﾙ・ｱﾙﾐ)及び金属くず
の資源再生事業

× 収集 金属

７ 有限会社 安中商店 安中　美喜子 ● ● ● ● ● 古紙梱包、金属くず圧縮 ＰＥＴ再生含む × 収集 その他

８ 株式会社 秋田故紙ｾﾝﾀｰ
代表取締役
高崎　恒夫

● × 古紙

能２ 有限会社 サイキュウ能代
代表取締役
齋藤　久一

● 古紙の梱包 古紙

能３ 三熊興業 株式会社 三熊　金五郎 ●
古紙の再生（選別、圧縮、梱
包）

古紙

能４ 有限会社 日沼リサイクルセンター 日沼　正次 ● 金属くずの選別・圧縮 × 収集 収集 金属

秋２ 細田輝男（テル物産古紙センター） 細田　輝男 ● 古紙の再生（保管、梱包） × 金属

秋５ 株式会社 もっかいトラスト
代表取締役

長谷川　裕一
● 古紙の再生（梱包・圧縮） 古紙

秋６ 合資会社 田口嬉一商店 田口　英樹 ● ● ●
古紙の再生（梱包・圧縮）　　　　
金属くずの再生（選別・圧縮・切
断）

古紙
金属

秋８ 有限会社 コレクト
代表取締役
渡邉　正人

●
金属くずの再生（選別・圧縮・切
断）

金属

秋10 有限会社 道儀商店
代表取締役

松原　真優美
●

金属くずの再生（選別・圧縮・切
断）

金属
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秋田市上北手御所野字雨池通５－６ H22.9.2

秋田市下浜桂根字浜田９２－３
鹿角市花輪字大屋敷３

秋田市向浜一丁目８番５号 H24.11.8

秋田市向浜一丁目１番１５４

秋田市山王六丁目１０－９ R3.3.2

秋田市川尻町字大川反１７０－１１３

由利本荘市石脇字田尻２８番地の１１９ H10.3.20

由利本荘市土谷字下蒲地２４－２地内

にかほ市金浦町字頃田２３番地の１ H11.3.4

同上

由利本荘市福山字岩倉８１番地 H13.12.27

同上

にかほ市象潟町字上狐森１８５番地５５ H17.9.2

同上

にかほ市三森字午の浜１０２－９ H19.3.1

同上

横手市杉沢字中杉沢５９２番地５ H25.10.28

同上 H30.3.20

湯沢市駒形町字八面村尻１９ H29.1.12

横手市十文字町十五野新田字増田道東８５－１

湯沢市山田字中川原３８番地 H17.11.18

湯沢市柳田字一束揚１０５、１０６番 R1.5.7 変更

湯沢市山田字中川原３８番地 R3.3.4

湯沢市字万石３５２、３５３、３５４、３５５、
３５６－２、３５７－２、３６４－１

秋11 株式会社 リーテックス
代表取締役
呉宮　廣哉

● 金属くずの再生（圧縮） ● 金属

秋13 エス・ユー開発 株式会社
代表取締役

児玉　弘
●

金属くずの再生（選別・破砕）
廃プラスチックの再生（破砕）
ガラスくずの再生（破砕）

● 金属

秋14 猿田興業 株式会社
代表取締役
猿田　知久

● 古紙の再生（梱包・圧縮） 古紙

本１ 斎建興業 有限会社 斎藤　徳男 ● × 収集 空き瓶

本３ 株式会社 佐々木栄商店 佐々木　栄一 ● ● ●
古紙の再生（梱包・圧縮）　　　　
金属くずの再生（選別・圧縮・切
断）

×
古紙
金属

本４ 株式会社 速水商店
代表取締役

速水　久
● ●

古紙の再生（梱包・圧縮）　　　　
金属くずの再生（選別・圧縮・切
断）

×
古紙
金属

本５ 有限会社 山本商店
代表取締役
山本　乗一

●
金属廃棄物の選別、加工（油圧
プレス）

× 金属

由６ 森ケミカル・ラボラトリー 森　金男 ●
金属廃棄物の選別施設、加工
施設（切断機）

× 金属

横１ 株式会社 山本産業
代表取締役
山本　紀昌

● ● ● ● ●
古紙の再生（梱包・圧縮）　　　　　
金属くず（金属くず、空き缶、非
鉄金属）の再生（圧縮）

× 収集 ●
古紙
金属

横２ 株式会社 斎久
代表取締役
齊藤　久一

● 古紙の再生（梱包・圧縮） × 収集

湯２ 有限会社 南商店
代表取締役

南 奈穂
● 古紙の再生（梱包・圧縮） × 収集 ● 古紙

湯３ 有限会社 南商店
代表取締役

南 奈穂
● ● ●

金属くず（金属くず、空き缶、非
鉄金属）の再生（選別・圧縮・破
砕）

× 収集 ● 金属
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