
正会員 令和３年11月 1日現在

市　町 会　社　名 役職名 代表者名 〒 住　　所 電話番号/FAX番号

宇都宮市 ㈱日本オイルサービス 代表取締役 沼尾　貞亮 320-0856 宇都宮市砥上町２７８－４ 028-648-4393/028-648-9826

㈱日　環 代表取締役 長野　榮夫 321-0118 宇都宮市インターパーク４－７－６ 028-666-5066/028-666-5067

㈱八　幡 代表取締役 菊池　清二 321-0905 宇都宮市平出工業団地４５－２ 028-661-0711/028-661-0399

仲田総業㈱ 代表取締役 仲田　陽介 321-0933 宇都宮市簗瀬町２５２０－４ 028-635-2151/028-637-3930

いずみ産業㈱ 代表取締役 熊本　範章 321-0905 宇都宮市平出工業団地43-18 028-664-1115/028-660-0331

宇都宮興産㈱ 代表取締役 清本　龍司 320-0834 宇都宮市陽南１－２－２ 028-658-5291/028-658-8734

㈲セイゴウ 代表取締役 加藤　靖子 321-0905 宇都宮市平出工業団地４３－１２０ 028-613-3860/028-613-3861

鈴運メンテック㈱ 代表取締役 若月　裕之 320-0857 宇都宮市鶴田２－２－１０ 028-648-6241/028-648-8318

平石環境システム㈱ 代表取締役 平石　裕一 321-0901 宇都宮市平出町４１４－１ 028-661-3553/028-661-3551

㈲荒井重車輌 代表取締役 荒井　政男 321-3236 宇都宮市竹下町１４５９－３ 028-667-4333/028-667-1633

国土環境開発㈱ 代表取締役 滝田　貴広 321-0137 宇都宮市針ヶ谷１－１４－２ 028-688-5688/028-688-5665

㈲宝木興業 代表取締役 中山　英夫 320-0061 宇都宮市宝木町１－１４－４ 028-621-6487/028-621-0981

㈱熊本商店 代表取締役 熊本　正治 321-0905 宇都宮市平出工業団地７－１ 028-661-2221/028-661-8020

㈱栃　環 代表取締役 山口　利男 321-3233 宇都宮市上籠谷町１３５１－１ 028-670-5126/028-670-5127

日本アグリ㈱ 代表取締役 佐久間　基 320-0041 宇都宮市松原３－７－１７ 028-650-5259/028-627-2591

野中建設㈱ 代表取締役 野中　伸之助 320-0004 宇都宮市長岡町３８４－４ 028-624-9890/028-624-9891

㈲テイアイコレクション 代表取締役 荒井　知秀 321-2118 宇都宮市新里町丁１１２３－１ 028-665-7110/028-665-7112

㈱エコシス 代表取締役 芳賀　清多 321-0856 宇都宮市砥上町１０８７－１９ 028-649-0275/028-649-0274

ウスイ工業㈱ 代表取締役 臼井　笑子 320-0856 宇都宮市砥上町４１７ 028-648-1443/028-648-7402

相良運輸㈱ 代表取締役 相良　正則 321-0166 宇都宮市今宮４－５－３６ 028-684-2301/028-684-2302

高全工業㈲ 代表取締役 小出　高幸 321-0123 宇都宮市東谷町８４－６ 028-655-2321/028-653-8050

㈱三愛ビルサービス 代表取締役 平沼　昇 321-0346 宇都宮市下荒針町３８８０－５ 028-649-3988/028-649-3109

㈱ワタル商事 代表取締役 髙橋　昇 321-0923 宇都宮市下栗町６９７－１９ 028-656-3829/028-656-3879

㈱梁島總業 代表取締役 梁島　斉 321-0155 宇都宮市西川田南1-16-6 028-615-0001/028-615-0038

宇都宮文化センター㈱ 代表取締役 阿部　欣文 321-0102 宇都宮市江曽島町２０７０ 028-633-6171/028-632-8415

晃産業㈱ 代表取締役 椎名　雅彦 320-0834 宇都宮市陽南２－９－１４ 028-658-1928/028-659-2195

吉田解体工業㈱ 代表取締役 吉田　晃 321-0165 宇都宮市緑３－２－１０ 028-658-0053/028-658-0052



㈱ダイセキＭＣＲ 代表取締役社長 小原　稔 321-0905 宇都宮市平出工業団地３８－２５ 028-664-2228/028-664-2566

㈱菊地組 代表取締役 菊池　三紀男 321-0905 宇都宮市平出工業団地４５－２ 028-664-3348/028-664-3250

山品商事㈱ 代表取締役 小川　紀子 321-0118 宇都宮市インターパーク４－７－２ 028-656-5711/028-656-5713

㈱マック・テック 代表取締役 野並　厚夫 321-0147 宇都宮市針ヶ谷町６８５－４ 028-688-5380/028-688-5381

東武栃木生コン㈱ 代表取締役 田上　秀文 321-0905 宇都宮市平出工業団地４７－２ 028-661-1231/028-664-0523

栃木県廃アスファルトコンクリート処理再生協同組合 代表理事 橋下　晴夫 321-0416 宇都宮市高松町１００７－１ 028-674-2199/028-674-4894

緑化技研工業㈱ 代表取締役 滝田　貴広 321-2112 宇都宮市上横倉町８１９－１ 028-666-3200/028-666-3600

㈱リ・プラ 代表取締役 小林　正幸 321-0901 宇都宮市平出町１１０３－６ 028-662-8232/028-662-8821

㈱日本環境整備 代表取締役 髙橋　和夫 320-0072 宇都宮市若草５－１４－２６ 028-624-5810/028-627-2973

ウイズテック㈱ 代表取締役 磯貝　太 320-0075 宇都宮市宝木本町1650-1 028-666-2701/028-666-2732

㈱セルクリーンセンター 代表取締役 菊池　清二 321-0905 宇都宮市平出工業団地45-1７ 028-660-6075/028-612-7285

㈱マジック・ワーク 代表取締役 増渕　信行 321-0921 宇都宮市瑞穂3-9-16 028-656-8244/028-656-8715

㈱安住 代表取締役 長野　榮夫 321-0118 宇都宮市インターパーク４－７－６ 028-657-6699/028-657-0016

㈱柳澤工業 代表取締役 柳澤　昇 320-0827 宇都宮市花房1-3-10 028-688-7355/028-688-7356

エイチエス㈱ 代表取締役 鈴木　宏典 321-0346 宇都宮市下荒針町3406-4 028-649-3663/028-649-3664

㈱植竹設備工業 代表取締役 植竹　孝 321-0982 宇都宮市御幸ヶ原町136-34 028-661-5517/028-663-4974

㈲新やしま 代表取締役 木村　友之 321-0342 宇都宮市福岡町1167-16 028-652-0334/028-652-0384

上三川町 ㈱ウスイ産業 代表取締役 臼井　伸太郎 329-0611 河内郡上三川町上三川4011-1 0285-56-8720/0285-56-8725

田崎商会  田崎　洋子 329-0607 河内郡上三川町西汗１２１７－６ 0285-56-4596/0285-56-4596

㈲鶴見建材工業 代表取締役 鶴見　富範 329-0604 河内郡上三川町上郷２４４１ 0285-56-6365/0285-56-8747

白石環境㈱ 代表取締役 白石　純也 329-0617 河内郡上三川町上蒲生２１７０-１ 0285-56-0380/0285-56-0381

ウエストトランスポート㈱ 代表取締役 海老原　康浩 329-0607 河内郡上三川町西汗1766-9 0285-39-8715/0285-39-8725

㈲東昭こすも 代表取締役 前原　裕子 329-0524 河内郡上三川町大字多功1928-1 0285-53-2759/0285-53-2760

鹿沼市 渡裕工業㈱ 代表取締役 渡辺　文男 322-0028 鹿沼市栄町１－２５－１ 0289-62-0902/0289-62-9532

サンエコサーマル㈱ 代表取締役社長 渡邊　彰彦 322-0017 鹿沼市下石川７３７－５５ 0289-72-0371/0289-72-0381

㈱丸　当 代表取締役 片浦　菊枝 322-0017 鹿沼市下石川７３２－２２ 0289-72-1561/0289-72-1568

㈱まるやま 代表取締役 丸山　得冶 322-0063 鹿沼市戸張町２３１１ 0289-62-2685/0289-62-8200

メッドトラストESG㈱ 代表取締役 小原　隆史 322-0026 鹿沼市茂呂６５９－１９ 0289-72-1001/0289-72-1008

㈲奈佐原建材工業 代表取締役 豊田　光宏 322-0252 鹿沼市加園３０２８ 0289-64-1114/0289-62-5269



ＪＦＥミネラル㈱ 栃木鉱業所 所長 松﨑　茂則 322-0302 鹿沼市深程１５３ 0289-75-3911/0289-75-3915

㈱牧野 代表取締役 牧野　行雄 322-0303 鹿沼市久野76-2 0289-85-3325/0289-85-3966

日光市 産興商交㈲ 代表取締役 鈴木　伴美 321-1424 日光市野口２３－３ 0288-53-5413/0288-54-2577

㈲森営業所 代表取締役 森　康彦 321-1445 日光市細尾町１１３－２ 0288-54-2523/0288-54-2217

㈱鵜沼機工 代表取締役 鵜沼　伸一 321-1444 日光市清滝４－７－１ 0288-54-2664/0288-54-2666

㈲ニッセン栃木 代表取締役 君島　泰史 321-1424 日光市野口９１６ 0288-53-5531/0288-53-5532

㈱セキグチ 代表取締役 関口　富子 321-1263 日光市瀬川１３２ 0288-21-0707/0288-22-0707

㈱近代環境整備社 代表取締役 早川　徹 321-2332 日光市大室３６２ 0288-26-3962/0288-26-3995

㈲廣田建興 代表取締役 廣田　博 321-2401 日光市川室反間２６９－１ 0288-21-7963/0288-21-7903

㈲加藤組 代表取締役 加藤　良和 321-1444 日光市清滝３－８－９ 0288-54-0432/0288-54-0592

渡辺産業㈱ 代表取締役 神山　昌彦 321-2403 日光市町谷１８０２ 0288-21-8011/0288-21-8998

㈲佐藤商店 代表取締役 佐藤　正行 321-1263 日光市瀬川１６６ 0288-21-0619/0288-21-5025

真岡市 関東資源㈱ 代表取締役 高野　明仁 321-4305 真岡市荒町５２１８ 0285-84-1161/0285-84-8011

㈱春秋園 代表取締役 小川　孝 321-4337 真岡市上高間木３－１０－７ 0285-84-5317/0285-84-5720

㈲エコグリーン 取締役 釜野井　慎一 321-4324 真岡市西沼８３１ 0285-83-5572/0285-80-6566

栃木ハイトラスト㈱ 代表取締役社長 長野　榮夫 321-4367 真岡市鬼怒ヶ丘１８－３ 0285-83-3966/0285-83-6500

石田興業㈱ 代表取締役 小澤　勝士 321-4305 真岡市荒町５２１８ 0285-84-1161/0285-84-0981

㈱サニックス 真岡工場 工場長 氏家　邦雄 321-4367 真岡市鬼怒ヶ丘１８－６ 0285-80-5433/0285-80-5434

㈱神田建設 代表取締役 神田　光義 321-4337 真岡市上高間木３－１１－１ 0285-82-3996/0285-84-7051

㈲栃木浄水 代表取締役 松山　龍芝 321-4324 真岡市西沼860 0285-83-0517/0285-80-6110

㈱ライフ建設 代表取締役 菱沼　国子 321-4301 真岡市西田井1129-2 0285-81-7916/0285-84-7375

㈱エコクルジャパン 代表取締役 金沢　基竜 321-4345 真岡市寺内695-27 0285-81-6820/0285-81-6821

剋真建設㈱ 代表取締役 小林　克男 321-4325　 真岡市田町1515-4 0285-82-9311/0285-82-9313

市貝町 ㈱荒川クリーンライフ 代表取締役 荒川　守 321-3426 芳賀郡市貝町赤羽９２８ 0285-68-0763/0285-68-1289

芳賀町 池田興業㈱ 宇都宮支店 支店長 京條　友彦 321-3325 芳賀郡芳賀町芳賀台６２－５ 028-678-2271/028-677-3173

㈱平石工業 代表取締役 平石　朝一 321-3311 芳賀郡芳賀町上延生４６４ 028-677-1037/028-677-4232

茂木町 ㈲アイレック 取締役 今井　暁 321-3623 芳賀郡茂木町大字木幡397 0285-63-1143/0285-63-1163

栃木市 ㈱大　商 代表取締役 大貫　健一 328-0002 栃木市惣社町２１８１ 0282-27-8248/0282-27-8247

㈲クリーン商事 代表取締役 坪井　震二 328-0012 栃木市平柳町３－２９－４１ 0282-27-0430/0282-27-0430



㈲ワールドメディカルサービス 代表取締役 大野　哲平 328-0003 栃木市大光寺町８０８－８ 0282-28-1429/0282-27-9290

㈱関東産業廃棄物処理公社 代表取締役 田村　孝惠 328-0035 栃木市旭町２２－２４ 0282-25-3987/0282-22-3738

㈱サルカン 代表取締役 猿山　正和 329-4422 栃木市大平町榎本９１９－１ 0282-43-6191/0282-43-6802

㈱オチカイ・テクノス 代表取締役 落合　正幸 328-0112 栃木市都賀町平川８２１－１ 0282-27-6027/0282-27-5231

㈲丸　昭 取締役 高久　昭一 328-0107 栃木市都賀町深沢１１１１ 0282-92-7076/0282-92-8000

㈱原山産業 代表取締役 田村　徳一 323-1101 栃木市藤岡町大前７４８ 0282-62-2693/0282-62-2839

㈱ネオ・ナチュール 代表取締役 大森　幸夫 328-0013 栃木市昭和町9-21 0282-20-2080/028-20-2081

やまこ産業㈱ 代表取締役 小倉　美恵子 329-4312 栃木市岩舟町大字下岡４７８ 0282-55-1311/0282-54-1212

イーストジャパントレーディング㈱ 代表取締役 吉家　基喜 329-4306 栃木市岩舟町大字曲ヶ島１１１６－３ 0282-55-6111/0282-55-6113

栃木アンカー工業㈱ 代表取締役 荒金　憲一 328-0033 栃木市城内町2-4４-37 0282-24-6840/0120-23-6854

アワノ総合開発㈱ 代表取締役 宮崎　武史 328-0203 栃木市尻内町555 0282-31-1983/0282-31-2450

下野市 新栄建材㈲ 代表取締役 髙久　美奈子 323-0116 下野市花田６７－７ 0285-49-0232/0285-49-0697

日光産業㈱ 代表取締役 矢口　宏 329-0502 下野市下古山１６－２ 0285-53-5111/0285-53-6754

壬生町 ㈱舘野工業 代表取締役 舘野　嘉孝 321-0221 下都賀郡壬生町藤井字吾妻1046-1 0282-82-7738/0282-82-7749

北関東メスキュード㈱ 代表取締役 伊藤　英朋 321-0221 下都賀郡壬生町大字藤井字吾妻１０２５－３ 0282-82-0901/0282-82-0902

㈲タイホー解体工業 代表取締役 大𣘺　章男 321-0219 下都賀郡壬生町大字福和田１００５ 0282-82-0562/0282-82-7862

㈱鈴建工業 代表取締役 神田　浩之 321-0201 下都賀郡壬生町安塚１８４９－２ 0282-86-2461/0282-86-1351

㈱アクトリー　Ｒ＆Ｄセンター センター長 水越　裕介 321-0215 下都賀郡壬生町壬生乙３４９１－１ 0282-83-5971/0282-83-5964

鈴木産業㈱ 代表取締役 鈴木　秀幸 321-0221 下都賀郡壬生町藤井1086-3 0282-81-1220/0282-81-1223

小山市 ㈲関東実行センター 代表取締役 山本　久一 323-0042 小山市外城１５７－３ 0285-23-3026/0285-25-4711

川上建設㈱ 代表取締役 川上　恵子 323-0812 小山市土塔241-7 0285-28-3968/0285-27-3876

㈱松本組 代表取締役 松本　勝則 323-0807 小山市城東１－８－２９ 0285-23-4138/0285-24-2164

㈱トリウミ 代表取締役 鳥海　重利 323-0804 小山市萱橋１２４１－９ 0285-49-2638/0285-49-3137

㈱石山商会 代表取締役 片浦　克敏 323-0029 小山市城北３－２－１２ 0285-25-1543/0285-24-2537

㈱リヴェール東洋 代表取締役 村澤　孝重 323-0808 小山市大字出井９２７－２ 0285-22-4035/0285-22-4033

㈲小山環境美化センター 代表取締役 上野　明宏 323-0154 小山大字高椅１２４２ 0285-49-0149/0285-49-0222

㈲松島組 代表取締役 松島　廣 323-0029 小山市城北４－２６－２４ 0285-25-9887/0285-25-9887

㈲クリーンeco 代表取締役 長濱　貴規 329-0205 小山市間々田７８０－１１ 0285-37-6511/0285-37-6512

メルテック㈱ 代表取締役 村上　学 323-0158 小山市大字梁２３３３－２９ 0285-49-1080/0285-49-1084



三正運輸㈱ 代表取締役 小橋　栄信 323-0016 小山市扶桑１-８-１７ 0282-82-4100/0282-82-4157

㈱協栄産業 代表取締役 古澤　栄一 323-0027 小山市花垣町１－1４－２１ 0285-22-7988/0285-24-1976

㈲伊藤商会 代表取締役 黒後　吉男 323-0815 小山市武井４８１ 0285-28-0155/0285-27-4157

トーテツ興運㈱ 代表取締役 鶴見　敏明 323-0813 小山市横倉590-2 0285-27-4422/0285-27-4425

㈲栃木高圧 代表取締役 加瀬　勝明 323-0012 小山市大字羽川311-1 0285-20-0268/0285-20-0269

㈲網戸美化センター 代表取締役 古河　正行 329-0215 小山市大字網戸791-1 0285-41-1181/0285-41-1129

野木町 ㈲野辺工業 代表取締役 平田　光男 329-0111 下都賀郡野木町大字丸林６１３－１１ 0280-56-2126/0280-57-2505

永田運送㈲ 代表取締役 永田　新市 329-0114 下都賀郡野木町大字野木３８１７ 0280-55-1811/0280-55-1331

矢板市 ㈱栃木コンポスト 代表取締役 吉成　一 329-1572 矢板市安沢２２３４ 0287-48-1777/0287-48-1776

太平建設㈱ 代表取締役 入江　幹雄 329-2121 矢板市荒井６１５-５ 0287-43-7231/0287-43-3259

高根沢町 ㈱アライ実業 代表取締役 荒井　重隆 329-1206 塩谷郡高根沢町大字平田１９９７－２ 028-676-0248/028-676-0231

　 フタバ飼料㈱ 代表取締役 永井　康晴 329-1217 塩谷郡高根沢町大字太田１１８９ 028-676-2280/028-676-2284

㈱マルキ産業 代表取締役 瀧田　武司 329-1224 塩谷郡高根沢町大字上高根沢１９６７－７ 028-675-2870/028-675-5553

さくら市 ㈱盛　商 代表取締役 碓氷　光徳 329-1405 さくら市金枝９７０－３ 028-685-3478/028-685-3166

大田原市 ㈲金澤運輸 代表取締役 山中　芳寛 324-0045 大田原市実取７８８－６ 0287-28-2774/0287-28-2717

旭有機材㈱栃木工場 工場長 林　次男 324-0037 大田原市上石上字東山１８４０ 0287-29-1881/0287-29-1711

㈱三勝 代表取締役 郡司　勝己 324-0037 大田原市上石上1711-2 0287-53-7733/0287-53-7734

㈱環境衛生システム黒磯 代表取締役 郡司　勝己 324-0037 大田原市上石上1711-2 0287-48-6991/0287-48-6992

那須塩原市 ㈱タシロ清掃 代表取締役 田城　昇 325-0025 那須塩原市下厚崎２５５－６ 0287-62-5313/0287-73-7044

㈱ウイルフーズ 代表取締役 小林　貴久子 325-0103 那須塩原市青木１４３８－７ 0287-62-2214/0287-63-8382

トチホク㈱ 代表取締役 我妻　克人 325-0013 那須塩原市鍋掛１４７５－３７７ 0287-63-1451/0287-63-2275

㈲余一砂利 代表取締役 鈴木　賢一 325-0035 那須塩原市小結８４ 0287-63-0300/0287-63-0326

　 ㈲美原商事 代表取締役 西屋　明美 325-0103 那須塩原市青木１８１１－６ 0287-62-3212/0287-62-5622

マテック㈱ 代表取締役 桐越　広典 329-2763 那須塩原市井口１７３ 0287-37-2877/0287-36-6985

㈱真田ジャパン 代表取締役 五月女　大造 329-2763 那須塩原市井口１９８－１ 0287-36-1148/0287-36-6133

北関東環境開発㈱ 代表取締役 奥田　美弘 329-2746 那須塩原市四区町６９６ 0287-36-7044/0287-36-7062

㈲那須クリーン 代表取締役 齊藤　悦雄 329-2711 那須塩原市石林６９２ 0287-36-1191/0287-36-9459

㈱エスケー・コンポスト 代表取締役 菊池　輝 329-2805 那須塩原市上横林４０－４３ 0287-35-4031/0287-35-4034

㈱ＩＷＤ 代表取締役 杉山　孝 329-2802 那須塩原市蟇沼下原１３－７ 0287-35-4888/0287-35-4999



㈲小林農産 取締役 小林　貴久子 325-0103 那須塩原市青木１０３４ 0287-62-2206/0287-62-8847

那須高原リサイクルパーク㈱ 代表取締役 五月女　明 329-2763 那須塩原市井口１８９－１ 0287-37-8844/0287-37-0082

塩和建材㈱ リサイクル２１ 代表取締役 渡辺　武男 329-2816 那須塩原市宇都野字前山１７８９－４ 0287-35-4554/0287-35-2929

㈱ＩＷＤ栃木 代表取締役 杉山　孝 325-0113 那須塩原市細竹３－１ 0287-69-1500/0287-69-1501

㈲沓　掛 代表取締役 坂本　三男 329-3133 那須塩原市沓掛６８３-２ 0287-74-3878/0287-74-3879

㈱Rエンジニアリング 代表取締役 杉山　心道 329-2746 那須塩原市四区町728-156 0287-47-6647/0287-47-6674

㈱ヴィジット 代表取締役 瀬戸　鐡雄 329-2732 那須塩原市一区町317-65 0287-46-6247/0287-46-6248

㈱日榮 代表取締役 折原　強 325-0027 那須塩原市共墾社1-2-21 0287-64-4840/0287-62-3898

㈲田代電工 代表取締役 田代　康尚 329-3155 那須塩原市笹沼457-72 0287-65-1075/0287-74-3486

㈱那須グリーン 代表取締役 千本　学 329-2802 那須塩原市蟇沼9-27 0287-35-3388/0287-53-7788

那須烏山市 ㈲ひらつね 代表取締役 平野　武 321-0628 那須烏山市金井２－１１－２１ 0287-82-2174/0287-84-3474

那須町 協栄工業㈱ 那須支店 代表取締役 内田　照夫 329-3212 那須郡那須町大字富岡62-28 0287-74-0477/0287-74-0195

那珂川町 前田採石㈱ 代表取締役 前田　直之 324-0615 那須郡那珂川町松野2000 0287-82-7200/0287-92-5809

佐野市 ㈲大朏興業 代表取締役 加藤　敏子 327-0035 佐野市船津川町９１６ 0283-23-1105/0283-21-3264

㈱ダイセキ 関東事業所 取締役所長 安永　辰弥 327-0814 佐野市西浦町５７０－１ 0283-24-8006/0283-22-7408

シーシーエス㈲ 代表取締役 若田部よし子 327-0843 佐野市堀米町６１６－１１ 0283-23-5356/0283-22-8911

㈱藤　坂 代表取締役 岡田　昌也 327-0802 佐野市韮川町６０３－１ 0283-23-6373/0283-24-8642

平成整環㈱ 代表取締役 岸　明美 327-0321 佐野市閑馬町２６８０ 0283-65-1196/0283-65-7117

㈲三好運輸 代表取締役 濱田　由紀夫 327-0306 佐野市戸室町９８９ 0283-62-8822/0283-62-2226

㈱祥和コーポレーション 代表取締役 深澤　和彦 327-0813 佐野市黒袴町１１１１－１ 0283-20-1111/0283-20-1222

㈱ダイセン 代表取締役 鈴木　実 327-0102 佐野市出流原町４５１-７ 0283-85-9511/0283-25-4141

足利市 両毛丸善㈱ 代表取締役 河内　覚 326-0333 足利市問屋町１５３５－１２ 0284-70-2100/0284-72-5596

環境衛生管理㈱ 代表取締役 高橋　和則 326-0048 足利市助戸大橋町１９２４ 0284-41-0608/0284-41-2344

㈲久保田商店 代表取締役 久保田　茂 326-0846 足利市山下町１３１０－２ 0284-62-4473/0284-62-8902

足利市清掃事業㈱ 代表取締役 今泉　和也 326-0324 足利市久保田町９１１ 0284-71-0782/0284-71-2564

石川興産㈱ 代表取締役 津久井　第介 326-0055 足利市永楽町２－１ 0284-41-6471/0284-41-2473

㈱板　通 代表取締役社長 板橋　信行 326-0802 足利市旭町５５３ 0284-41-8181/0284-41-1250

東京都 ㈱伊藤商会 代表取締役 伊藤　勝盛 121-0836 東京都足立区入谷８－９－４ 03-3899-2456/03-3897-9208

都築鋼産㈱ 代表取締役 都築　基 123-0865 東京都足立区新田１－１０－１９ 03-3914-8511/03-3914-8615



埼玉県 誠光産業㈱ 代表取締役 久次　文勝 339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻１－５－５ 048-796-8911/048-796-8912

関東建設興業㈱ 代表取締役 須永　一磨 361-0036 埼玉県行田市大字樋上２７２ 048-555-2222/048-555-2226

㈱ヤマキ 代表取締役 菊田　勝實 360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻字新山３８８４ 048-532-1740/048-532-9596

㈱クワバラ・パンぷキン 代表取締役 桑原　幹夫 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西４－１１－１０ 048-852-7496/048-855-0067

㈱ウチダ 代表取締役 内田　一二三 362-0066 埼玉県上尾市領家字中井１１９－１ 048-782-0205/048-782-0206

㈱千　佳 代表取締役 高澤　謙之 346-0003 埼玉県久喜市久喜中央４－９－８３ 0480-21-8588/0480-23-1379

(株)ショーモン 代表取締役 松澤　敏也 337-0024 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳1045-1 048-684-6839/048-683-9090

東武商事㈱ 代表取締役 小林　増雄 343-0114 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東4-4-4 048-992-1039/048-992-1089

神奈川県 ㈲吾栄 代表取締役 菊地　孝二 251-0022 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷3-4-21 0466-26-7311/0466-83-5228

㈱光洲産業 代表取締役 光田　栄吉 213-0032 神奈川県川崎市高津区久地4-10-11 044-822-0795/044-811-7967

群馬県 新栄産業運送㈲ 代表取締役 新木　正男 379-1204 群馬県利根郡昭和村大字森下３２６－１ 0278-22-2123/0278-23-2481

ウム・ヴェルト㈱ 代表取締役 小柳　明雄 374-0121 群馬県邑楽郡板倉町大字下五箇１８６５ 0276-82-4391/0276-82-4375

㈱ログ 代表取締役 金田　彰 373-0847 群馬県太田市西新町13-3 0276-20-6333/0276-20-6334

茨城県 ㈱新栄商事 代表取締役 櫻井　清 304-0004 茨城県下妻市大木１２５２－３ 0296-44-5401/0296-43-6103

㈲伊藤総合開発 代表取締役 伊藤　隆夫 307-0036 茨城県結城市大字北南茂呂９９２－１ 0296-35-1252/0296-35-1061

㈱茨城県クリニック・クリーン協会 代表取締役 大髙　宣靖 319-0323 茨城県水戸市鯉淵町１－５ 029-259-7200/029-259-7255

千葉県 ㈱油水分離 代表取締役 松田　洋一 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町２１３－３ 043-424-0647/043-424-0657

福島県 ㈱クレハ環境 代表取締役 佐野　健 974-8232 福島県いわき市錦町四反田３０ 0246-63-1231/0246-63-1232

㈲源興業 代表取締役 佐藤　毅 970-8017 福島県いわき市石森１－７－１ 0246-24-4597/0246-24-4598



賛助会員

市　町 会　社　名 役職名 代表者名 〒 住　　所 電話番号

宇都宮市 ㈱スズテック 代表取締役 鈴木　直人 321-0905 宇都宮市平出工業団地４４－３ 028-664-1111

平成理研㈱ 代表取締役社長 秋元　和人 321-0912 宇都宮市石井町２８５６－３ 028-660-1700

レオン自動機㈱ 代表取締役 小林　幹央 320-0071 宇都宮市野沢町２－３ 028-665-7097

㈱関電工 栃木支店 執行役員 北関東・北信越営業本部 栃木支店長 田中　久貴 321-0962 宇都宮市今泉町９１－１ 028-305-5110

東芝テック㈱ 栃木支店 支店長 津久井　靖 321-0968 宇都宮市中今泉3-12-14 028-636-2111

栃木セキスイハイム㈱ 代表取締役社長 荒井　浩 321-0953 宇都宮市東宿郷５－３－４ 028-638-3795

陽南自動車㈱ 代表取締役 中村　めぐみ 320-0833 宇都宮市不動前４－１－１４ 028-634-6331

(一財)栃木県環境技術協会 理事長 齋藤　高藏 329-1198 宇都宮市下岡本町２１４５－１３ 028-673-9080

コベルコ建機日本㈱関東支社 宇都宮営業所 所長 諏訪　光則 321-0166 宇都宮市今宮４－１８－９ 028-658-0611

㈱ブリヂストンタイヤサービス栃木 代表取締役社長 黒子　早苗 321-0902 宇都宮市柳田町４１８－９ 028-660-2135

㈱アースエンタープライズ 代表取締役 荒井　秀男 321-2118 宇都宮市新里町丁984-1 0289-74-5880

㈱エフエム栃木 代表取締役 鈴木　峰雄 320-8550 宇都宮市中央1-2-1 028-638-7640

矢板市 日光金属㈱ 代表取締役 佐藤　正太郎 329-1571 矢板市片岡2066-2 0287-47-4581

真岡市 桑名商事㈱ 代表取締役 桑名　朗 321-4345 真岡市寺内１４９３－１ 0285-82-4638

仙波糖化工業㈱ 真岡第二工場 生産部長 金子　健一 321-4346 真岡市松山町２４－２ 0285-82-7171

栃木市 サントリースピリッツ㈱ 梓の森工場 工場長 岸　重信 328-0132 栃木市仲方町字堤下２０ 0282-31-2511

大田原市 ㈱栃木ニコン 代表取締役兼社長執行役員 中村　浩 324-0045 大田原市実取７７０ 0287-28-7110

佐野市 住友大阪セメント㈱栃木工場 栃木工場長 大橋　博 327-0502 佐野市築地町７１５ 0283-86-3211

泉工業㈱ 代表取締役 中塚　誠 327-0502 佐野市築地町７１５ 0283-86-2225

東京都 ㈱トランス・アイ 代表取締役 立石　直樹 170-0004 東京都豊島区北大塚2-20-4橋義ビル7Ｆ 03-6903-4575

大阪府 中央電力㈱ 代表取締役 平野　泰敏 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 06-7731-2000


