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20124000005 有限会社小池自動車商会 千葉県佐倉市高崎新山
948番地6

043-486-2101 小池　康洋 有限会社小池自動車商会 千葉県佐倉市高崎字新山
948番5の一部、同番6の
一部、同番9の一部

043-486-2101 破砕前 R2.2.19 R6.6.30

20124000030 東日本資源リサイクル株
式会社

千葉県富津市新富21番地
1

0439-80-1481 清水　義晴 東日本資源リサイクル株
式会社

千葉県富津市新富21番1
の一部、同番５

0439-80-1481 破砕前 H26.7.1 R1.6.30

20124000041 株式会社イケダ 千葉県館山市笠名1293番
地1

0470-22-6689 池田　太一 株式会社イケダ 千葉県館山市笠名字天神
1289番、1291番

0470-22-6689 破砕前 R1.10.21 R6.6.30

20124000054 株式会社ヤマト 千葉県山武市松尾町折戸
722番地

0479-86-4020 鈴木　義信 株式会社ヤマト 千葉県山武市松尾町折戸
字荒場722番1、同所722
番・724番1合併2、同所
723番の一部、同所724番
5、同番9、同番10、同市
同町折戸字小町1334番
1、同番6、同所1352番、
同所1353番1、同番2、同
所1354番1、同番2、同番
3、同番4

0479-86-4020 破砕前 R2.3.30 R6.6.30

20124000055 有限会社フカヤマ商店 千葉県長生郡長生村本郷
5618番地2

0475-32-2755 深山　よし江 有限会社フカヤマ商店 千葉県長生郡長生村本郷
字高谷原５５８４番２、
同番３、同番４、同番
５、同所５５８５番１、
同番２、同所５６１８番
２、同番３

0475-32-2755 破砕前 R1.10.17 R6.6.30

20124000083 株式会社ミヤケエコプラ
ンニング

千葉県いすみ市岬町江場
土2701番地1

0470-87-4350 三宅　則男 株式会社ミヤケエコプラ
ンニング

千葉県いすみ市岬町江場
土字上葭田２７０１番
１、２７０２番

0470-87-4350 破砕前 R1.9.3 R6.6.30

20124000091 大池鋼業株式会社 千葉県木更津市高柳843
番地1

0438-41-1012 大池　秀 大池鋼業株式会社 千葉県木更津市高柳字反
町８４２番１、８４２番
２、８４３番１、８４３
番２、８４４番、８４５
番１、８４５番２、８４
５番３、８４６番、８４
７番、８４８番、８４９
番

0438-41-1012 破砕前 R1.8.26 R6.6.30

20124000260 成田メタル株式会社 千葉県成田市芝字向原
1826番地の23

0476-36-2511 山口　大介 成田メタル株式会社 千葉県成田市芝字向原
1826番23、同番24、同市
津富浦字雨郷台1006番
372、同番697

0476-36-2511 破砕前 H30.4.18 R2.3.31

20124000297 株式会社鈴亀 東京都江戸川区中央一丁
目17番19号

03-3653-7121 鈴木　浅二 株式会社鈴亀　千葉営業
所

千葉県四街道市吉岡字外
野493番1、494番3

043-432-2113 破砕前 R1.9.27 R6.6.30

20124000312 有限会社伊藤解体 千葉県長生郡白子町浜宿
600番地の1

0475-33-4428 伊藤　明夫 有限会社伊藤解体 千葉県長生郡白子町浜宿
字申高600番1、同番2、
同番5、同所601番2、同
所603番88

0475-33-4428 破砕前 R1.10.24 R6.6.30
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20124000929 有限会社下田興業 千葉県館山市正木636番
地2

0470-27-6111 下田　泰司 有限会社下田興業 千葉県館山市正木字川田
542番、同所545番1、同
番2、同所547番1、同番
2、同番8、同所636番2、
同番21、同番22

0470-27-6111 破砕前 R1.8.13 R6.6.30

20124001296 スズキメタル株式会社 千葉県旭市三川6601番地 0479-57-3800 鈴木　和江 スズキメタル株式会社 千葉県旭市三川字善光６
６０１番、７３９８番４

0475-58-5821 破砕前 R1.8.13 R6.6.30

20124001327 株式会社タムラ 千葉県鴨川市滑谷777番
地

04-7093-1121 田村　清孝 株式会社タムラ 千葉県鴨川市坂東字八幡
前369番、370番2、370番

04-7093-1315 破砕前 H28.6.20 R3.4.17

20124001365 株式会社啓愛社 東京都千代田区神田須田
町一丁目5番地10

03-3901-1881 田村　和美 株式会社啓愛社　千葉リ
サイクル工場

千葉県八千代市上高野字
木戸場1734番6

047-480-8600 破砕前 R1.11.12 R6.6.30

20124001487 市川産資源有限会社 千葉県市川市田尻二丁目
2番4号

047-376-2301 山口　保 市川産資源有限会社　本
社工場

千葉県市川市田尻二丁目
130番、同所131番1、同
所132番1、同所133番1、
同所134番1、同番2

047-376-2301 破砕前 R1.12.25 R6.12.21

20124001606 株式会社三山商店 千葉県鴨川市横渚820番
地

0470-92-0424 三山　登 株式会社三山商店 千葉県鴨川市八色字西ヶ
谷1135番1

04-7092-0424 破砕前 R1.7.26 R6.6.30

20124001606 株式会社三山商店 千葉県鴨川市横渚820番
地

0470-92-0424 三山　登 株式会社三山商店　保台
第三工場

千葉県鴨川市和泉字東保
台2499番1の一部（進入
路用地）、2499番7の一
部、2500番2、2502番の

04-7093-3303 破砕前 R1.7.26 R6.6.30

20124001803 株式会社丸二商店 千葉県八街市上砂字大峠
831番地4

043-440-5889 髙橋　利昭 株式会社丸二商店　自動
車解体工場

千葉県八街市上砂字大峠
831番4、同番5、同番6、
同番7の一部、832番3、
同番4の一部

043-440-5889 破砕前 R2.4.1 R7.3.31

20124001833 何　元奎 千葉県四街道市大日941
番地2

043-421-4666 何　元奎 三泰貿易 千葉県四街道市大日字富
士見ケ丘2255番1の一部

破砕前 H30.12.3 R5.5.29

20124001879 株式会社鈴粂 東京都大田区大森東一丁
目11番3号

03-3761-2211 鈴木　修一 株式会社鈴粂　木更津セ
ンター

千葉県木更津市潮見六丁
目２９番

0438-36-3233 破砕前 R1.10.28 R6.6.30

20124002411 武蔵野金属株式会社 埼玉県越谷市南越谷二丁
目2817番地

0489-85-3993 立花　晋哉 武蔵野金属株式会社　松
戸営業所

千葉県松戸市稔台五丁目
13番2

047-366-5699 破砕前 R1.7.1 R6.6.30

20124002411 武蔵野金属株式会社 埼玉県越谷市南越谷二丁
目2817番地

0489-85-3993 立花　晋哉 武蔵野金属株式会社　野
田営業所

千葉県野田市二ツ塚字西
毛蔵坊122番2

04-7124-5766 破砕前 R1.7.1 R6.6.30

20124002415 株式会社ＹＡＭＡＮＡＫ
Ａ

神奈川県川崎市幸区中幸
町三丁目３番１号

044-522-1161 山中　昌一 株式会社ＹＡＭＡＮＡＫ
Ａ 市原工場

千葉県市原市姉崎海岸１
９番１、１９番２、１９
番３

0436-62-6611 破砕前 R1.11.12 R6.6.30

20124002415 株式会社ＹＡＭＡＮＡＫ
Ａ

神奈川県川崎市幸区中幸
町三丁目３番１号

044-522-1161 山中　昌一 株式会社ＹＡＭＡＮＡＫ
Ａ 白井工場

千葉県白井市中字一億４
３４番１の一部、４３６
番１の一部

047-498-1115 破砕前 R1.11.12 R6.6.30

20124002417 株式会社イノハチ 千葉県香取市佐原ロ２０
２３番地３

0478-54-3918 伊能　秀明 株式会社イノハチ 千葉県香取市佐原字粉名
口ロ2018番2、同番6、同
所2023番3、同所2025番3

0478-54-3918 破砕前 R1.10.7 R6.6.30

20124002418 扶和メタル株式会社 大阪府大阪市中央区千日
前一丁目4番4号

06-6213-6581 勝山　正明 扶和メタル株式会社　市
川支店

千葉県市川市本行徳1318
番1の一部、同番4の一
部、同所1319番1の一
部、同番2の一部、同所
1320番2の一部、同番3の

047-398-1010 破砕前 R1.12.20 R6.6.30
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20124002638 有明興業株式会社 東京都江東区若洲二丁目
8番25号

03-3522-1911 松岡　和人 有明興業株式会社　市原
工場

千葉県市原市玉前西二丁
目9番1

0436-20-3411 破砕前 H27.2.16 R2.3.31

20124002777 ツチヤ産業株式会社 東京都大田区東糀谷四丁
目7番20号

03-3745-1871 土屋　孝子 ツチヤ産業株式会社　千
葉工場

千葉県佐倉市小篠塚字満
井1204番の一部、1205番
の一部、1211番、1212
番、1214番、1215番、
1216番、1217番、1218番

043-498-0160 破砕前 H27.2.27 R2.3.31

20124002867 石川鋼業株式会社 千葉県野田市中里字香取
原3469番地の2

04-7129-0770 石川　博己 石川鋼業株式会社 千葉県野田市中里字香取
原3469番地の2、同所
3470番4

04-7190-0770 破砕前 H29.12.28 R4.9.17

20124003176 エバークリーン株式会社 東京都千代田区丸の内二
丁目3番2号郵船ビル

03-6256-0460 加藤　栄作 エバークリーン株式会社
千葉支店

千葉県野田市二ツ塚字毛
蔵坊22番1、53番1、53番
2、55番、56番2、57番
2、57番3、58番2、61番
2、61番3、61番4、字溜
井16番1、16番2

04-7121-7720 破砕前 H28.1.25 R2.3.31

20124003297 有限会社エムケイメタル 千葉県四街道市鹿放ケ丘
152番地2

043-304-7881 松枝　俊二 有限会社エムケイメタル
四街道営業所

千葉県四街道市鹿放ケ丘
152番2、150番1、150番8

043-304-7881 破砕前 H28.10.20 R3.9.12

20124003379 株式会社轟商会 千葉県松戸市金ケ作320
番地4

047-384-5186 小島　寛之 株式会社轟商会 千葉県松戸市金ケ作字南
中320番4、同番1の一
部、同所317番3の一部、
同番5の一部

047-384-5186 破砕前 H30.9.18 R5.6.23

20124003428 株式会社小倉油圧商会 千葉県鴨川市打墨674番
地2

04-7093-1034 小倉　尚宏 株式会社小倉油圧商会 千葉県鴨川市打墨字大日
下674番4

04-7093-1034 破砕前 H26.11.25 R1.8.24

20124003500 ＮＫ金属株式会社 千葉県山武市松尾町五反
田2382番地1

0479-86-6666 中村　謙 ＮＫ金属株式会社 千葉県山武市松尾町五反
田字細沼2397番2、2398
番2

0479-86-6666 破砕前 H28.2.16 R2.5.27

20124003501 株式会社新栄産業 千葉県山武市松尾町広根
1967番地1

0479-80-7171 澤地　克己 株式会社新栄産業　東金
事業所

千葉県山武郡九十九里町
片貝字中里1640番2の一

0479-80-7171 破砕前 H28.7.4 R2.6.1

20124003506 株式会社リサイクルナカ
ノ

千葉県鎌ケ谷市佐津間
1167番地2

047-445-1235 中野　忠義 株式会社リサイクルナカ
ノ

千葉県鎌ケ谷市佐津間字
中山新山1167番2、1167
番14、1167番15、1172番
1、1172番3

047-445-1235 破砕前 H28.2.16 R2.8.2

20124003616 株式会社ブレイング 千葉県柏市旭町一丁目4
番11号インシュランスビ
ルⅦ

04-7157-3322 鵜澤　太郎 株式会社ブレイング　市
原工場

千葉県市原市八幡海岸通
76番2、同所2066番2、同
番3、同市八幡浦二丁目
14番、同所15番1、同番3

0436-40-3891 破砕前 H30.12.27 R5.10.9

20125003673 東港金属株式会社 東京都大田区京浜島二丁
目20番4号

03-3790-1751 福田　隆 東港金属株式会社　千葉
工場

千葉県富津市新富52番1 0439-80-4545 破砕 H27.5.29 R2.5.28

20126000404 フェニックスメタル株式
会社

東京都千代田区大手町一
丁目7番2号東京サンケイ
ビル15階

03-5204-1888 長谷部　信之 フェニックスメタル株式
会社

千葉県市原市八幡海岸通
7番3の一部

0436-43-1261 破砕前・破砕 R2.3.23 R6.6.30



(4/4)破砕業者名簿
（令和02年7月1日現在）

許可番号 事業者名 事業者所在地 事業者TEL 代表者氏名 事業所名 事業所所在地 事業所TEL 事業範囲
許可

年月日
許可
期限

20126002414 有限会社鈴木浅雄商店 千葉県旭市ニの３２７８
番地の５

0479-63-6611 鈴木　和江 有限会社鈴木浅雄商店 千葉県旭市ニ字北仙台３
２６４番２、３２７８番
５、３２７９番４、３２
７９番５、３２８０番
１、３２８０番２、３２
８２番、３２８３番、３
２８４番３、３２８４番
４、３２８７番１、３２
８８番、３２９０番２、
３２９１番２、３３１３
番４

0479-63-6611 破砕前・破砕 R1.8.20 R6.6.30


