令和２年度 家庭ごみ処理手数料収納業務委託受注者一覧
コード

申請者名

代表者名

郵便番号

住所

備考

1

0001 宍倉株式会社

代表取締役 宍倉 弘哲

298-0216

千葉県夷隅郡大多喜町大多喜61‐1

2

0002 とがし商店

富樫 暢子

260-0042

千葉市中央区椿森2丁目2番6号

3

0003 有限会社相川酒店

代表取締役 相川 利雄

262-0032

千葉市花見川区幕張町2丁目914番地

4

0004 長谷川金属株式会社

代表取締役 長谷川 君恵

260-0801

千葉市中央区仁戸名町562番地の4

5

0005 株式会社キタガワ

代表取締役 北川 瑞穂

260-0007

千葉市中央区祐光4丁目5番地13号

6

0006 有限会社夜光金物店

代表取締役 夜光 奈苗

262-0012

千葉市花見川区千種町237番地10号

7

0007 サンライズ株式会社

代表取締役 梅原吉治

264-0021

千葉市若葉区若松町470‐1

8

0008 株式会社マツモトキヨシ

代表取締役社長 大田 貴雄

270-8501

千葉県松戸市新松戸東9番地1

9

0009 株式会社ケーヨー

代表取締役社長 醍醐 茂夫

264-0032

千葉市若葉区みつわ台1-28-1

10

0010 株式会社バジル

代表取締役 浦山 公浩

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷7丁目41番25号

11

0011 千葉みらい農業協同組合

代表理事専務 小島 英男

260-0026

千葉市中央区千葉港5‐25

12

0013 株式会社河田商会

代表取締役 河田 保

263-0016

千葉市稲毛区天台4丁目1番8号

13

0014 株式会社いなげや

代表取締役 成瀬直人

190-8517

東京都立川市栄町六丁目1番地の1

14

0017 リビングショップたかす

代表 湯澤 卽夫

262-0014

千葉市花見川区さつきが丘2丁目11番11

15

0018 株式会社ヤオコー

代表取締役 川野 澄人

350-1124

埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1

16

0019 リビングショップたかす

高須 昭子

262-0046

千葉市花見川区花見川3-24-104

17

0022 株式会社タイヨー

代表取締役 森田 剛

314-0144

茨城県神栖市大野原四丁目7番1号鹿島セントラルビル6Ｆ

18

0023 有限会社小川總業

代表取締役 小川 定勇

262-0019

千葉市花見川区朝日ヶ丘3丁目6番8号

19

0024 山崎製パン株式会社

デイリーヤマザキ事業統括本部長 植田 一裕

101-8585

東京都千代田区岩本町3丁目10番1号

20

0025 株式会社カワチ薬品

代表取締役社長 河内 伸二

323-0061

栃木県小山市大字卒島1293

21

0026 千葉酒販協同組合

代表理事 卯田 允一

260-0013

千葉市中央区中央4丁目13番7号

22

0027 生活協同組合コープみらい

代表理事専務理事 熊﨑 伸

336-3526

埼玉県さいたま市南区根岸1丁目5番5号

23

0028 株式会社パスポート

代表取締役 濵田 総一郎

216-0011

神奈川県川崎市宮前区犬蔵1丁目23‐13

24

0029 株式会社コスモ

代表取締役 根本 孝男

262-0032

千葉市花見川区幕張町5-145

25

0030 Yショップわかば店

中嶋 幸子

264-0014

千葉市若葉区北大宮台29-10

26

0032 株式会社サンベルクス

代表取締役社長 鈴木 秀夫

121-0061

東京都足立区花畑4-11-14

27

0033 株式会社トップマート

代表取締役 東海林 誠

260-0801

千葉市中央区仁戸名町560

28

0034 株式会社ツルハ

代表取締役社長 鶴羽 順

65-0024

札幌市東区北24条東20丁目1-21

29

0036 フレンドショップコーセイ

鶴岡 巧

264-0015

千葉市若葉区大宮台6-3-7

30

0037 株式会社マツヤ

代表取締役 鈴木 昇

262-0023

千葉市花見川区検見川町1-495

31

0038 有限会社中里電気

代表取締役 中里 裕司

262-0032

千葉市花見川区幕張町2丁目901番地

32

0039 有限会社末廣屋商店

取締役 戒田 つや子

260-0843

千葉市中央区末広2-12-1

33

0040 株式会社ナリタヤ

代表取締役 菊川 一平

270-1516

千葉県印旛郡栄町安食2170-1

34

0042 株式会社千葉薬品

代表取締役 八川 昭仁

260-0025

千葉市中央区問屋町１番３５号

35

0044 株式会社クリエイトエス・ディー

代表取締役社長 廣瀨 泰三

225-0014

神奈川県横浜市青葉区荏田西2-3-2

36

0045 株式会社飴安商店

代表取締役 川口 幸雄

260-0025

千葉市中央区問屋町9番３号

37

0046 株式会社トウズ

代表取締役 鈴木 等

285-0005

千葉県佐倉市宮前3丁目6番11号

38

0047 株式会社しげのや

代表取締役 繁野 恵次

290-0255

千葉県市原市光風台1丁目375番地1

39

0048 有限会社林商店

代表取締役 林 一也

264-0021

千葉市若葉区若松町860番地

40

0049 株式会社トライアルカンパニー

代表取締役 石橋 亮太

813-0034

福岡県福岡市東区多の津1丁目12－2

41

0050 有限会社加藤商店

代表取締役 加藤 俊郎

263-0034

千葉市稲毛区稲毛3丁目3-17

42

0052 株式会社ビッグ・エー

代表取締役 三浦 弘

173-0014

東京都板橋区大山東町25番13号

43

0054 株式会社くすりの福太郎

代表取締役 小川 久哉

273-0107

千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷二丁目8番17号

44

0055 イオンリテール株式会社

代表取締役 井出 武美

261-0023

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

45

0056 株式会社東武ストア

代表取締役 土金 信彦

174-0076

東京都板橋区上板橋3丁目1番1号

46

0059 澤商株式会社

取締役 澤田 輝夫

270-1336

千葉県印西市東の原3-1-227

47

0060 株式会社進栄

代表取締役 根本栄二

263-0054

千葉市稲毛区宮野木町1848-1

48

0061 有限会社 達陽商会

代表取締役 中嶋裕

264-0021

千葉市若葉区若松町64-1

セブン‐イレブン千葉若松北店分

49

0062 株式会社 ＭｙＭｙ

代表取締役 白鳥裕美子

260-0042

千葉市中央区椿森2-4-5

セブン‐イレブン千葉公園駅前店分

50

0063 有限会社 やまき商店

代表取締役 根本勝彦

260-0852

千葉市中央区青葉町1271番地2

セブン-イレブン千葉青葉町店

51

0064 ＮＫＹ株式会社

代表取締役 並木良貴

266-0005

千葉市緑区誉田町2丁目21番242

セブン‐イレブン千葉誉田２丁目店分

52

0065 株式会社 ソラリス

代表取締役 上久保敏二

263-0021

千葉市稲毛区轟町5-20-1

セブン‐イレブン千葉天台駅前店分

53

0066 株式会社 日進

代表取締役 内山吉則

262-0004

千葉市花見川区大日町1381-1

セブン‐イレブン千葉大日町店分

54

0067 有限会社 ＹＲＣ

代表取締役 若生芳明

263-0051

千葉市稲毛区園生町568-1

セブン‐イレブン千葉園生町南店分

55

0068 有限会社 辻吉

代表取締役 志村真豪

262-0032

千葉市花見川区幕張町1-1341

セブン‐イレブン幕張店分

56

0070 セブン－イレブン千葉山王町東店

町田 徹哉

263-0002

千葉市稲毛区山王町412-4

57

0071 株式会社 栄信

代表取締役社長 竹内尊正

275-0001

千葉県習志野市東習志野8-4-15

セブン‐イレブン千葉幕張本郷店分

58

0072 株式会社 栄信

代表取締役社長 竹内尊正

275-0001

千葉県習志野市東習志野8-4-15

セブン‐イレブン千葉天台４丁目店分

59

0073 セブン－イレブン千葉おゆみ野南２丁目店 吉澤 信幸

266-0033

千葉市緑区おゆみ野南2-3-7

60

0074 有限会社三河屋

代表取締役 横須賀一男

262-0025

千葉市花見川区花園1-20-16

セブン‐イレブン花園店分

61

0075 有限会社三河屋

代表取締役 横須賀一男

262-0025

千葉市花見川区花園1-20-16

セブン‐イレブン千葉新港店分

62

0076 株式会社 栄伸

代表取締役 鈴木靖和

264-0012

千葉市若葉区坂月町209-1

セブン‐イレブン千葉坂月町店分

63

0077 株式会社 栄伸

代表取締役 鈴木靖和

264-0012

千葉市若葉区坂月町209-1

セブン‐イレブン千葉桜木８丁目店分

64

0078 セブン－イレブン千葉鎌取町店

佐藤 若菜

266-0011

千葉市緑区鎌取町273-23

65

0079 有限会社 マゴエン

代表取締役 山中一三

267-0066

千葉市緑区あすみが丘7丁目24番3号

セブン‐イレブン千葉あすみが丘東店分

66

0080 有限会社 あおき

代表取締役 青木義雄

290-0062

千葉県市原市八幡1030

セブン‐イレブン千葉古市場店分

67

0081 有限会社 サンエイト

代表取締役 肥沼敏明

264-0028

千葉市若葉区桜木6丁目1番15号

セブン‐イレブン千葉桜木町北店分

68

0083 有限会社 佐藤商店

代表取締役 佐藤弘之

263-0021

千葉市稲毛区轟町1丁目4番16号

セブン‐イレブン千葉中央３丁目店分

69

0084 セブン‐イレブン千葉柏井町店

小澤 寛

262-0041

千葉市花見川区柏井町1551-9

セブン‐イレブン千葉柏井町店分

70

0085 株式会社 オフィスヤマモト

代表取締役 堀部久行

265-0074

千葉市若葉区御殿町2542-2

セブン‐イレブン千葉御殿町店分

71

0086 有限会社 くまひら

代表取締役 大澤捷人

263-0043

千葉市稲毛区小仲台8-18-1

セブン‐イレブン千葉北小仲台店分

72

0087 有限会社 林商店

代表取締役 林一也

264-0021

千葉市若葉区若松町860番地

セブン‐イレブン四街道めいわ４丁目店分

73

0089 株式会社 ｓｋｙｈｉｇｈ

代表取締役 関道子

260-0812

千葉市中央区大巌寺町275番地

セブン‐イレブン千葉大巌寺店分

74

0090 有限会社 綿文ストアー

代表取締役 加藤晃子

260-0822

千葉市中央区蘇我3-1-5

セブン‐イレブン蘇我店分

75

0091 有限会社 綿文ストアー

代表取締役 加藤晃子

260-0822

千葉市中央区蘇我3-1-5

セブン‐イレブン千葉蘇我町２丁目店分

千葉県酒造会館２階

セブン‐イレブン都賀店分

新鎌ヶ谷Ｆタワービル

セブン‐イレブン四街道鷹の台店分
アップサイドマンション308

セブン‐イレブン千葉北高校前店分
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0092 有限会社 辻吉

代表取締役 志村真豪

262-0032

千葉市花見川区幕張町1-1341

セブン‐イレブン千葉今井店分

77

0093 有限会社 かろく

代表取締役 大田博

264-0024

千葉市若葉区高品町1586番地2

セブン‐イレブン千葉高品町店分

78

0094 ウエルシア薬局株式会社

代表取締役 松本 忠久

101-0021

東京都千代田区外神田２丁目２番１５号

79

0097 株式会社ヨークマート

代表取締役 大竹 正人

102-8417

東京都千代田区二番町8番地8

80

0098 株式会社クリエイション 薬局クリエイション蘇我店 代表取締役 山口桂一

260-0834

千葉市中央区今井2-11-13三幸第2マンション103号

81

0099 株式会社ダイエー

代表取締役 近澤靖英

650-0046

兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目1番1

82

0101 セブン－イレブン幕張本郷駅前店

オーナー 藤井 克昌

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷1-13-2

83

0102 有限会社ティーエスエヌ

代表取締役 中村隆

262-0014

千葉市花見川区さつきが丘1丁目28番地1

セブン‐イレブン千葉さつきが丘店分

84

0103 有限会社ティーエスエヌ

代表取締役 中村隆

262-0014

千葉市花見川区さつきが丘1丁目28番地1

セブン‐イレブン千葉宮野木店分

85

0105 有限会社伊勢貴

代表取締役 石黒貴之

263-0005

千葉市稲毛区長沼町293番地の143

セブン-イレブン千葉さつきが丘団地北店

86

0106 有限会社田中実商店

代表取締役 田中一実

262-0032

千葉市花見川区幕張町5-408

セブン‐イレブン向原店分

87

0107 株式会社鶴岡

代表取締役 鶴岡 真也

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-301-4

セブン‐イレブン新検見川店分

88

0108 株式会社鶴岡

代表取締役 鶴岡 真也

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-301-4

セブン‐イレブン幕張西店分

89

0109 株式会社鶴岡

代表取締役 鶴岡 真也

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-301-4

セブン‐イレブン千葉畑町分

90

0110 株式会社鶴岡

代表取締役 鶴岡 真也

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-301-4

セブン‐イレブン検見川東店分

91

0111 株式会社鶴岡

代表取締役 鶴岡 真也

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-301-4

セブン‐イレブン稲毛東店分

92

0112 有限会社スゲノ酒店

代表取締役 鶴岡 真也

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-301-4

セブン‐イレブン検見川浜店分

93

0113 有限会社スゲノ酒店

代表取締役 鶴岡 真也

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-301-4

セブン‐イレブン千葉真砂店分

94

0117 福田米店

福田 和也

263-0021

千葉市稲毛区轟町1丁目10番4号

95

0118 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉2-9-9

96

0119 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉2-9-9

セブン‐イレブン千葉宮崎１丁目店分

97

0120 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉2-9-9

セブン‐イレブンワールドビジネスガーデン店分

98

0121 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉2-9-9

セブン‐イレブン千葉幸町店分

99

0122 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉2-9-9

セブン‐イレブン千葉稲毛海岸駅前店分

100

0123 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉2-9-9

セブン‐イレブン千種店分

101

0124 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉2-9-9

セブン‐イレブン千葉山王町北店分

102

0127 有限会社にわ商店

代表取締役 丹羽誠

260-0841

千葉市中央区白旗2-12-13

セブン‐イレブン千葉白旗店分

103

0128 有限会社にわ商店

代表取締役 丹羽誠

260-0841

千葉市中央区白旗2-12-13

セブン‐イレブン千葉宮崎町店分

104

0129 N．アトラス株式会社

代表取締役 山根 信介

262-0026

千葉市花見川区瑞穂3丁目1番地3

セブン‐イレブン瑞穂の杜店分

105

0130 有限会社林田商店

代表取締役 林田利子

262-0032

千葉市花見川区幕張町5-417-28

セブン‐イレブン幕張５丁目店分

106

0131 株式会社凛

代表取締役 久保野未記

261-0021

千葉市美浜区ひび野1-9

セブン‐イレブン千葉海浜幕張駅前店分

107

0132 セブン－イレブン千葉幸町二丁目店

オーナー 鈴木幸司

261-0001

千葉市美浜区幸町2-24-43

108

0133 セブン－イレブン千葉高洲３丁目店

奥村 貢

261-0004

千葉市美浜区高洲3丁目14番6号

109

0134 有限会社パパマート

代表取締役 渡辺秀雄

260-0007

千葉市中央区祐光2丁目13の7

110

0135 株式会社進栄

代表取締役 根本栄二

263-0054

千葉市稲毛区宮野木町1848-1

111

0136 有限会社能勢

代表取締役 能勢満

260-0032

千葉市中央区登戸2-7-3

セブン‐イレブン登戸店分

112

0137 セブン－イレブン千葉愛生町店

鈴木 利夫

264-0031

千葉市若葉区愛生町41-1

セブン‐イレブン千葉愛生町店分

113

0138 株式会社マルイチ

代表取締役 平地康嗣

264-0002

千葉市若葉区千城台東1丁目2番３号

114

0140 株式会社富士薬品

代表取締役社長 高柳昌幸

330-9508

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

115

0141 ミニストップ株式会社

代表取締役社長 藤本 明裕

261-8540

千葉市美浜区中瀬１－５－１

116

0147 有限会社常勝

代表取締役 松村欣弥

263-0034

千葉市稲毛区稲毛3-1-15

117

0152 セブン－イレブン浜野店

オーナー 並木弘司

260-0824

千葉市中央区浜野町1020

118

0153 有限会社ニッタ

代表取締役 高橋広之

260-0027

千葉市中央区新田町16-7

セブン‐イレブン千葉新田町店分

119

0154 株式会社オガタ

代表取締役 小形喜代夫

262-0019

千葉市花見川区朝日ケ丘1-2-1

セブン‐イレブン千葉若松町店分

120

0155 株式会社オガタ

代表取締役 小形喜代夫

262-0019

千葉市花見川区朝日ケ丘1-2-1

セブン‐イレブン千葉小倉南店分

121

0156 有限会社フローラ

代表取締役 内山信幸

260-0844

千葉市中央区千葉寺町367

セブン‐イレブン千葉寺駅前店分

122

0159 有限会社住吉正

代表取締役 齊藤浩史

264-0021

千葉市若葉区若松町2375番5

セブン‐イレブン千葉小倉町店分

123

0160 有限会社住吉屋

代表取締役 野口敏明

260-0852

千葉市中央区青葉町1259番地

セブン‐イレブン千葉都町店分

124

0161 有限会社住吉屋

代表取締役 野口敏明

260-0852

千葉市中央区青葉町1259番地

セブン‐イレブン千葉青葉の森公園店分

125

0162 ティ・エス商事有限会社

代表取締役 篠田 めぐみ

263-0051

千葉市稲毛区園生町407-7

セブン‐イレブン千葉みつわ台北店分

126

0163 有限会社一優

代表取締役 岡優子

265-0067

千葉市若葉区北谷津町331-2

セブン‐イレブン千葉北谷津店分

127

0164 有限会社フジサキ

代表取締役 藤﨑稔

274-0071

千葉県船橋市習志野5-11-8

セブン‐イレブン千葉小中台町店分

128

0165 セブン－イレブン千葉鎌取駅前店

大塚 洋子

266-0031

千葉市緑区おゆみ野2-4-10

129

0167 株式会社カワグチ

代表取締役 川口千佳子

260-0025

千葉市中央区問屋町3番地の5

130

0168 大内薬局

大内 とよ美

263-0021

千葉市稲毛区轟町5-4-18

131

0169 植村金物店

植村 恵美子

263-0043

千葉市稲毛区小仲台6-19-29

132

0172 ミニストップ千葉今井店

松井 輝明

260-0834

千葉市中央区今井3-17-14

133

0173 合資会社フロント２２

代表社員 中元利保

261-0012

千葉市美浜区磯辺3-8-3

134

0176 マックスバリュ関東株式会社

代表取締役 手塚 大輔

136-0071

東京都江東区亀戸5丁目30番3

135

0177 セブン‐イレブン千葉都町東店

オーナー 萩原勲

260-0001

千葉市中央区都町1181

136

0180 株式会社ひまわり薬局

代表取締役 金親肇

262-0005

千葉市花見川区こてはし台5-1-14

137

0181 株式会社マルエツ

代表取締役 古瀬 良多

170-8401

東京都豊島区東池袋5丁目51番12号

138

0182 アコレ株式会社

代表取締役 三浦 弘

261-0023

千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

139

0183 株式会社サンドラッグ

代表取締役 貞方 宏司

183-0005

東京都府中市若松町1丁目38番地の1

140

0184 幕張食品株式会社

代表取締役 宮木晴夫

262-0032

千葉市花見川区幕張町5丁目476番地

141

0186 ミニストップ千葉星久喜店

植草 博幸

260-0808

千葉市中央区星久喜町904

142

0190 ミニストップ千葉幕張西店

岩田 孝良

261-0026

千葉市美浜区幕張西2丁目6-1

143

0191 有限会社丸公生活センター

代表取締役 宍倉喜幸

262-0018

千葉市花見川区畑町1378

144

0192 株式会社ランドロームジャパン

代表取締役 村越淳司

274-0812

千葉県船橋市三咲5-9-7

145

0196 マルショウ宇野澤株式会社

代表取締役 宇野澤祥公

260-0016

千葉市中央区栄町26-4

146

0198 株式会社ローソン

代表取締役 竹増 貞信

141-8643

東京都品川区大崎1丁目11番2号

147

0200 ローソンストア１００若葉区みつわ台店

仙波 真也

264-0032

千葉市若葉区みつわ台5-15-1-405

148

0204 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

代表取締役 永松 文彦

102-8455

東京都千代田区二番町８番地８

149

0206 株式会社ドリーム・ネット

代表取締役 丸田晃弘

264-0025

千葉市若葉区都賀2-10-2

150

0207 セブン―イレブン千葉桜木２丁目店

オーナー 小木曽 香

264-0028

千葉市若葉区桜木2-16-1

151

0208 セブン－イレブン千葉土気駅前店

増田 昭洋

267-0066

千葉市緑区あすみが丘1-19-8

セブン‐イレブン千葉末広店分

スーク海浜幕張1階

セブン‐イレブン千葉祐光２丁目店分
アップサイドマンション308

セブン‐イレブン千葉高洲１丁目店分

ミニストップ京成稲毛駅前店分

ミニストップ稲毛駅東口店分

セブン‐イレブン千葉栄町店分

セブン‐イレブン千葉都賀２丁目店分

令和２年度 家庭ごみ処理手数料収納業務委託受注者一覧
152

0209 有限会社グローリー

代表取締役 白鳥進

264-0007

千葉市若葉区小倉町1308-1

153

0210 ケイツー・ハート株式会社

代表取締役 岩見薫

275-0011

千葉県習志野市大久保4-10-13

セブン‐イレブン京成大和田駅前店分

154

0211 有限会社たしじゅ

代表取締役 孫山誠

266-0032

千葉市緑区おゆみ野中央8-22-3

セブン‐イレブン千葉おゆみ野中央８丁目店分

155

0212 有限会社たしじゅ

代表取締役 孫山誠

266-0032

千葉市緑区おゆみ野中央8-22-3

セブン‐イレブン千葉おゆみ野３丁目店分

156

0213 有限会社たしじゅ

代表取締役 孫山誠

266-0032

千葉市緑区おゆみ野中央8-22-3

セブン‐イレブン千葉おゆみ野中央１丁目店分

157

0214 セブン－イレブン千葉弁天４丁目店

渡部 秀雄

260-0045

千葉市中央区弁天4-11-15

158

0215 有限会社アズマヤ

代表取締役 渡辺公孝

297-0026

千葉県茂原市茂原３３９番地２

159

0216 株式会社島忠ホームズ蘇我店

マネ－ジャ－ 宮寺 啓輔

260-0835

千葉市中央区川崎町55-3

160

0217 合同会社西友

職務執行者 リオネル・デスクリー

115-0045

東京都北区赤羽二丁目1番1号

161

0218 株式会社ウェルパーク

代表取締役 島本和彦

190-0003

東京都立川市栄町6丁目1番1号

162

0219 株式会社ミスターマックス

代表取締役社長 平野能章

812-0064

福岡県福岡市東区松田1-5-7

163

0220 有限会社藤崎青果

代表取締役 藤崎朝

262-0032

千葉市花見川区幕張町1-7693-63

164

0222 オーケー株式会社

代表取締役社長 二宮涼太郎

220-8755

神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3番6号

165

0223 福山ロジスティクス株式会社

代表取締役 郷原泰生

721-0974

広島県福山市東深津町四丁目20番1号

166

0225 ミニストップ千葉長洲店

伊藤 悦子

260-0854

千葉市中央区長洲1-10-20

167

0226 株式会社坂本商店

代表取締役 坂本次郎

264-0003

千葉市若葉区千城台南1丁目17番9

セブン‐イレブン千葉みつわ台店分

168

0228 太田酒類食品有限会社

代表取締役 太田扶美子

260-0012

千葉市中央区本町1丁目1番5号

セブン‐イレブン千葉問屋町店分

169

0230 セブン－イレブン北幕張店

小川 文子

262-0031

千葉市花見川区武石町1-576

170

0231 株式会社ジョイフル本田 市原店

店長 大久保 一真

290-0066

千葉県市原市五所1738番地2

171

0232 株式会社ジョイフル本田 千葉店

エリア長 竹田 雅春

263-0051

千葉市稲毛区園生町368-1

172

0233 株式会社ジョイフル本田 千葉ニュータウン店 エリア長 本山 泰弘

270-1331

千葉県印西市牧の原2-1

173

0234 株式会社ジョイフル本田 八千代店

エリア長 渡辺 英輔

276-0028

千葉県八千代市村上2723-1

174

0235 株式会社ワイズマート

代表取締役 吉野秀行

279-0001

千葉県浦安市当代島1-2-25

175

0236

ロイヤルホームセンター(株) ロイヤルホームセンター千葉

店長 三浦 敦

264-0021

千葉市若葉区若松町2126-1

176

0237

ロイヤルホームセンター(株)ロイヤルホームセンター千葉みなと

店長 北本勲

261-0002

千葉市美浜区新港170番1

177

0238 ロイヤルホームセンター株式会社千葉北 店長 宮崎貴志男

263-0004

千葉市稲毛区六方町75-1

178

0239 ロイヤルホームセンター習志野

店長 新田知明

275-0001

千葉県習志野市東習志野6丁目7-15

179

0240 株式会社島忠ホームズ幕張店

マネ－ジャ－ 古川 佳志

275-0023

千葉県習志野市芝園1-4-1

180

0241 スーパービバホームちはら台店

店長 青山芳弘

290-0142

千葉県市原市ちはら台南3丁目21番１

181

0242 スーパービバホーム新習志野店

店長 神田 英哉

275-0024

千葉県習志野市茜浜1丁目1番2号

182

0243 ビバホームあすみが丘店

店長 星崎 孝太

267-0066

千葉市緑区あすみが丘7丁目1番

183

0244 ビバホーム作草部店

店長 佐久間 弘明

263-0015

千葉市稲毛区作草部2-9-16

184

0245 株式会社カスミ

代表取締役 山本 慎一郎

305-8510

茨城県つくば市西大橋599-1

185

0246 葉宮洋品店

宮林 正浩

263-0024

千葉市稲毛区穴川2-13-18

186

0247 株式会社東屋 千葉営業所

所長 渡辺弘一

260-0015

千葉市中央区富士見2-13-13

187

0248 株式会社せんどう

代表取締役 木口誠一

290-0062

千葉県市原市八幡813番地

188

0249 サミット株式会社

代表取締役社長 竹野浩樹

168-8686

東京都杉並区永福3-57-14

189

0251 株式会社フィールド・アップ

代表取締役 野上秀則

263-0043

千葉市稲毛区小仲台2-6-6

セブン‐イレブン千葉稲毛駅前店分

190

0253 有限会社ＫＴＹ

代表取締役 和田陽介

266-0032

千葉市緑区おゆみ野中央6-7-22

セブン‐イレブン千葉大宮台３丁目店分

191

0254 有限会社星久喜中央ストアー

代表取締役 佐野秀明

260-0808

千葉市中央区星久喜町577-1

セブン‐イレブン千葉星久喜東店分

192

0256 セブンーイレブン千葉駅西口店

店長 滝口容崇

260-0031

千葉市中央区新千葉2-6-15

193

0257 株式会社椿商店

代表取締役 椿吉雄

260-0012

千葉市中央区本町3丁目4番3号

194

0258 セブンーイレブン千葉朝日ケ丘３丁目店

オーナー 安達修司

262-0019

千葉市花見川区朝日ケ丘3-5-3

195

0259 有限会社観音丸酒店

代表取締役 本間信隆

260-0801

千葉市中央区仁戸名町485-8

セブン‐イレブン千葉仁戸名店分

196

0260 株式会社金古商店

代表取締役 金古まり子

260-0045

千葉市中央区弁天2丁目16番16号

セブン‐イレブン弁天町店分

197

0261 相京商店

相京 美徳

260-0015

千葉市中央区富士見2丁目11番1号

セブン‐イレブン千葉富士見店分

198

0262 株式会社京成ストア

代表取締役社長 谷田部亮

125-0054

東京都葛飾区高砂8-29-5

199

0263 有限会社あたごや

代表取締役 森平忠男

276-0034

千葉県八千代市八千代台西9丁目18番14号

200

0264 有限会社タツミ電化センター

代表取締役 川島勉

263-0054

千葉市稲毛区宮野木町1652-84

201

0265 有限会社髙橋康男商会

代表取締役 髙橋康男

260-0014

千葉市中央区本千葉町7-12

202

0267 セブンーイレブン千葉赤井町店

押尾 吉弥

260-0804

千葉市中央区赤井町746-2

203

0268 セブンーイレブン千葉桜木町店

市川 慎太郎

264-0028

千葉市若葉区桜木5-9-22

204

0270 古川商店

古川 勝

265-0043

千葉市若葉区中田町1193-60

205

0271 有限会社萬平商店

代表取締役社長 川島一男

263-0034

千葉市稲毛区稲毛2丁目3番11号

206

0272 ローソンストア１００千葉桜木町店

鈴木 利男

264-0029

千葉市若葉区桜木北3丁目23番地30号

207

0273 カネカ水産株式会社

代表取締役 堀井 徳人

262-0043

千葉市花見川区天戸町1496番地5

208

0274 株式会社ジェーソン

代表取締役 太田万三彦

277-0921

千葉県柏市大津ケ丘2-8-5

209

0275 若菜薬業株式会社

代表取締役 若菜京子

260-0842

千葉市中央区南町2-10-19

210

0276 株式会社イトーヨーカ堂 アリオ蘇我店

店長 吉田 博之

260-0835

千葉市中央区川崎町52-7

211

0278 株式会社イトーヨーカ堂 幕張店

店長 津田 靖

262-0032

千葉市花見川区幕張町4-417-25

212

0279 株式会社イトーヨーカ堂 八千代店

店長 永村 京介

276-0029

千葉県八千代市村上南1-3-1

213

0280 株式会社イトーヨーカ堂 四街道店

店長 佐藤 嘉昭

284-0009

千葉県四街道市中央5番地

214

0281 株式会社ケイエスコーポレーション

代表取締役 齊藤浩司

261-0005

千葉市美浜区稲毛海岸1-2-4-205

215

0282 株式会社エービン

代表取締役 藤倉鉄男

286-0134

千葉県成田市東和田618-1

216

0284 株式会社ライフコーポレーション

代表取締役社長 岩崎高治

103-0023

東京都中央区日本橋本町３丁目６－２

217

0285 肉の福田屋

佐久間 輝雄

260-0001

千葉市中央区都町2-16-2

218

0287 株式会社マミーマート

代表取締役 岩崎裕文

331-0812

埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目44番1号

219

0288 有限会社 綿文ストアー

代表取締役 加藤晃子

260-0822

千葉市中央区蘇我3-1-5

220

0289 ミニストップ千葉仁戸名店

植草 裕

260-0801

千葉市中央区仁戸名町93-5

221

0290 株式会社里見屋

代表取締役 遠藤博

290-0066

千葉県市原市五所1689－13

222

0291 株式会社Ｏｌｙｍｐｉｃ

代表取締役 金澤良樹

185-0012

東京都国分寺市本町4丁目12番1号

223

0293 神作合同会社

代表社員 神作圭一

290-0011

千葉県市原市能満612-1

224

0294 セブン-イレブン千葉天戸台店

阿南 大輔

262-0043

千葉市花見川区天戸町1040-4

225

0295 千葉西酒販協同組合

代表理事 三代川 磐

262-0044

千葉市花見川区長作町1277番地

226

0296 クスリフタガミ

二ツ神 真聡

262-0005

千葉市花見川区こてはし台3-1-17

227

0299 株式会社ドラッグノザワ

代表取締役 野澤浩二

262-0032

千葉市花見川区幕張町6-114-11

セブン‐イレブン千葉小倉東店分

セブン‐イレブン千葉生実町店分

ミニストップ千葉新港店分

セブン‐イレブン千葉本町店分

セブン‐イレブン千葉中央駅東口店分

セブン‐イレブン千葉南生実町店分
セードル1Ｆ
セブン‐イレブン千葉村田町店分
セブン‐イレブン千葉土気町店分

令和２年度 家庭ごみ処理手数料収納業務委託受注者一覧
228

0300 株式会社千葉コンビナックス

代表取締役 渡辺 勉

262-0012

千葉市花見川区千種町295番地2

229

0301 有限会社リカーハウスサカイヤ

代表取締役 野口 理恵

284-0043

千葉県四街道市めいわ2-17-1

230

0302 株式会社ベイシアちば古市場店

店長 渡辺 聖柊

266-0026

千葉市緑区古市場町906-29

231

0306 株式会社ドン・キホーテ

代表取締役 吉田 直樹

153-0042

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号

232

0307 株式会社ベイシア市原八幡店

店長 武田郡

290-0067

千葉県市原市八幡字海岸2381-1

233

0308 星野薬局

星野 吉治

260-0824

千葉市中央区浜野町1113-1

234

0310 鶴岡酒販有限会社

代表取締役 伊藤武

264-0006

千葉市若葉区小倉台1-6-8

235

0312 ミニストップ検見川２丁目店

中村 不二夫

262-0023

千葉市花見川区検見川町2-204-1

236

0315 有限会社飛進

代表取締役 金京淑

260-0016

千葉市中央区栄町26番地14号

237

0316 セブン－イレブン千葉高浜店

奥村 貢

261-0003

千葉市美浜区高浜4丁目1番4号

238

0319 有限会社三上青果店

代表取締役 三上菊次

262-0005

千葉市花見川区こてはし台1丁目3番9号

239

0320 マルシン興産株式会社

代表取締役社長 長谷部 勇

260-0802

千葉市中央区川戸町402番地の1

240

0321 有限会社花澤商店

代表取締役 花沢富美子

267-0061

千葉市緑区土気町1720番地

241

0322 ファーマライズ株式会社

代表取締役 松浦 惠子

164-0011

東京都中野区中央１－３８－１

242

0323 日幸商会株式会社

代表取締役 森田誠

274-0053

千葉県船橋市豊富町1477-1

243

0324 ミニストップ千葉幸町店

藤井 宏

261-0001

千葉市美浜区幸町2-19-30

244

0325 有限会社肉の鳥健宮野木店

代表取締役 山口忠

263-0054

千葉市稲毛区宮野木町1730-4

245

0326 有限会社綿屋田島酉二郎商店

代表取締役 大黒 隆二

132-0031

東京都江戸川区松島４－２４－１０

246

0328 有限会社昌利商店

代表取締役 加藤恵子

266-0003

千葉市緑区高田町1078番地5

247

0329 株式会社クリーン回収便

代表取締役 若林正広

262-0004

千葉市花見川区大日町1451-4

248

0330 株式会社ローソンストア１００

代表取締役 佐藤隆史

141-0032

東京都品川区大崎一丁目11番2号

249

0332 株式会社オートウェーブ

代表取締役 廣岡大介

263-0054

千葉市稲毛区宮野木町1850

250

0333 株式会社鴇田薬局

代表取締役 鴇田知

263-0031

千葉市稲毛区稲毛東2丁目4番4号

251

0334 株式会社長崎屋

代表取締役 大橋 展晴

153-0042

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号

252

0335 遠藤商店

遠藤 アイ子

260-0032

千葉市中央区登戸1-15-24

253

0336 株式会社三徳 幕張店

店長 会田 一央

262-0032

千葉市花見川区幕張町6-113-2

254

0337 セブン-イレブン千葉中央２丁目店

木村 京子

260-0013

千葉市中央区中央2丁目８－2

255

0338 株式会社ココカラファイン ヘルスケア

代表取締役 塚本 厚志

222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７番６号

256

0340 株式会社 ポプラ

代表取締役社長 目黒 真司

731-3395

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６５番地の１

257

0341 セブンーイレブン千葉新港北店

飯田 裕之

261-0002

千葉市美浜区新港87-3

258

0342 株式会社 船橋総行

代表取締役 二宮 正

273-0014

千葉県船橋市高瀬町６２－２

259

0343 株式会社栄信

代表取締役社長 竹内尊正

275-0001

千葉県習志野市東習志野8-4-15

260

0344 株式会社ベルク

代表取締役社長 大島 孝之

350-2282

埼玉県鶴ヶ島市脚折１６４６番地

261

0345 セブン‐イレブン千葉宮崎町中央店

長谷部 則明

260-0805

千葉市中央区宮崎町４８４－１

262

0346 細井食品有限会社

代表取締役 細井功太

275-0017

千葉県習志野市藤崎2-7-25

263

0348 セブンーイレブン西千葉駅南口店

山野 直広

260-0033

千葉市中央区春日2－11－2－402

264

0350 株式会社 コクミン

代表取締役 絹巻 秀展

559-0007

大阪府大阪市住之江区粉浜西１丁目１２－４８

265

0352 セブン―イレブン千葉小仲台４丁目店

藤本 正人

263-0043

千葉市稲毛区小仲台４丁目６－７

266

0353 株式会社カインズ カインズ船橋習志野店 店長 角田 修一

274-0071

千葉県船橋市習志野４丁目１２番４０号

267

0354 セブン―イレブン千葉花見川消防署前店 中島 百合子

262-0013

千葉市花見川区犢橋町５５７

268

0355 ＮＫＹ株式会社

266-0005

千葉市緑区誉田町2-21-242

269

0356 セブンーイレブン千葉あすみが丘１丁目店 神作 圭一

290-0011

千葉県市原市能満612-1

270

0357 有限会社 辻吉

代表取締役 志村真豪

262-0032

千葉市花見川区幕張町１丁目１３４１

セブン‐イレブン幕張駅前店分

271

0359 Ｎ．アトラス株式会社

代表取締役 山根 信介

262-0026

千葉市花見川区瑞穂３丁目1番地３

セブン‐イレブン千葉花園３丁目店分

272

0360 太田酒類食品有限会社

代表取締役 太田 扶美子

260-0012

千葉市中央区本町1-1-5

273

0361 株式会社ENEOSジェネレ－ションズ

代表取締役社長 宮澤 清

220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2

274

0362 セブンーイレブン千葉殿台町店

鮑 逸婧

264-0036

千葉市若葉区殿台町１０６

275

0363 北海エージェント株式会社

代表取締役 竹本貴央

275-0022

千葉県習志野市香澄2-5-38

276

0364 セブンイレブン千葉園生団地前店

オーナー 藤﨑 稔

263-0051

千葉市稲毛区園生町1176-1

277

0365 セブンイレブン千葉桜木北２丁目店

山水 大虎

264-0029

千葉市若葉区桜木北２－２７－６

278

0367 ホームプラザナフコ市原東店

店長 藤田 諒

290-0170

千葉県市原市うるいど南５丁目１番地２

279

0368 株式会社第一向陽

代表取締役 神津守男

260-0031

千葉市中央区新千葉２丁目９番９号

セブンイレブン ウェリス稲毛店分

280

0369 株式会社 オガタ

代表取締役 小形 喜代夫

262-0019

千葉市花見川区朝日ケ丘１－２－１

セブン‐イレブン千葉宮田店分

281

0370 有限会社 港屋商店

代表取締役 神崎 隆

290-0062

千葉県市原市八幡1126-27

セブン‐イレブン千葉浜野東店分

282

0371 株式会社コメリ

代表取締役 捧 雄一郎

950-1457

新潟県新潟市南区清水4501-1

283

0372 セブン-イレブン千葉作新台４丁目店

オ－ナー 櫻井 君子

270-1337

千葉県印西市草深1137

284

0373 セブンーイレブン千葉園生町店

渡邉 伸彦

263-0051

千葉市稲毛区園生町３８８－８

285

0374 株式会社スギ薬局

代表取締役 杉浦 克典

446-0056

愛知県安城市三河安城町1-8-4

286

0376 株式会社ＫＩＺＵＫＩ

代表取締役 山城 千夏

262-0018

千葉市花見川区畑町425-4

287

0378 セブン‐イレブン千葉作草部町店

森田 浩司

263-0014

千葉市稲毛区作草部町471-1

288

0380 セブンイレブン西千葉本通り店

増嶋 功

260-0825

千葉市中央区村田町893番地64の7

289

0381 セブンイレブン千葉駅北口店

井上 哲幸

260-0045

千葉市中央区弁天1-1-5

290

0382 セブンイレブン千葉都町２丁目店

井上 哲幸

260-0001

千葉市中央区都町2丁目27-11

291

0383 株式会社ファミリーマート

日用品・雑誌部長 丸田 明生

108-0023

東京都港区芝浦3-1-21

292

0385 有限会社 加瀬商店

代表取締役 加瀬 睦雄

263-0051

千葉市稲毛区園生町406-33

293

0386 セブン‐イレブン千葉みなと駅前店

オーナー 森 徹

260-0026

千葉市中央区千葉港7-1

294

0387 れたす

鶴岡健一

260-0844

千葉市中央区千葉寺町1217番地17

295

0389 セブンイレブン千葉富士見２丁目店

岩澤 博

260-0015

千葉市中央区富士見2-16-1

296

0390 セブン-イレブン蘇我駅前店

小川 清司

260-0842

千葉市中央区南町2-16-1

297

0391 旭屋

鈴木 昭子

262-0032

千葉市花見川区幕張町3-841

298

0394 セブン-イレブン千葉中央港１丁目店

我妻 喬嗣

260-0024

千葉市中央区中央港1-26-28

299

0395 セブン-イレブン千葉中央郵便局前店

我妻 喬嗣

260-0024

千葉市中央区中央港1-13-1

300

0397 生活クラブ生活協同組合

専務理事 片桐 浩章

261-0011

千葉市美浜区真砂5-21-12

301

0398 ＮＫＹ株式会社

代表取締役 並木良貴

266-0005

千葉市緑区誉田町2-21-242

セブンイレブン千葉高田町店分

302

0399 株式会社ライフスタイルイノベーション

代表取締役 奥村 貢

261-0004

千葉市美浜区高洲4-9-1プレミスト稲毛海岸1012号

セブンイレブン千葉幸町団地店分

303

0400 株式会社藤原商店

代表取締役 藤原 滉司

260-0841

千葉市中央区白旗2-18-4

代表取締役 並木良貴

セブン‐イレブン四街道めいわ２丁目店分

ミニストップ千葉みつわ台店分

住友中野坂上ビル８階

イノテックビル

セブン‐イレブン千葉幕張本郷７丁目店分

ミニストップみどり台駅前店分

セブン‐イレブン千葉誉田駅前店分

セブン‐イレブン千葉高浜４丁目店分
横浜ブルーアベニュー５Ｆ
ミニストップ千葉市神明町店分

ミニストップ千葉末広３丁目店分

セブンイレブン千葉草野店分
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304

0401 株式会社スーパーバリュー

代表取締役 岸本 圭司

362-0034

埼玉県上尾市愛宕三丁目1番40号

305

0402 株式会社ライフスタイルイノベーション

代表取締役 奥村 貢

261-0004

千葉市美浜区高洲4-9-1-1012

306

0403 セブンイレブン千葉誉田１丁目店

松江 俊介

266-0005

千葉市緑区誉田町１丁目789番地38

307

0404 ミニストップ千葉千種町店

鴇田 敦

262-0012

千葉市花見川区千種町346-10

308

0405 セブンイレブン千葉東寺山町店

小林 太一

264-0035

千葉市若葉区東寺山町824

309

0406 ミニストップ高洲２丁目店

藤井 宏

261-0004

千葉市美浜区高洲2-3-13

310

0407 セブン‐イレブン京成稲毛駅前店

オーナー 星 正彦

263-0031

千葉市稲毛区稲毛東2-4-8

311

0408 有限会社 灘屋

代表取締役 國吉 範夫

290-0035

千葉県市原市松ケ島一丁目4番地17

312

0410 セブン‐イレブン稲毛駅西口店

滝沢 文継

263-0031

千葉市稲毛区稲毛東3丁目19番21

313

0411 セブン‐イレブン千葉都町１丁目店

前野 一也

260-0001

千葉市中央区都町1-27-6

314

0412 セブン‐イレブンペリエ千葉店

佐藤 弘一

260-0031

千葉市中央区新千葉1-1-1ペリエ千葉ストリ－ト１

315

0413 有限会社ショッピング剣持

取締役 剱持 鶴雄

260-0021

千葉市中央区新宿1-12-1

316

0414 セブン‐イレブン稲毛駅東口店

オーナー 佐藤 亮一

263-0043

千葉市稲毛区小仲台2丁目4番12

317

0415 有限会社常勝

代表取締役 松村 欣弥

263-0034

千葉市稲毛区稲毛3丁目1番15号

318

0417 セブン‐イレブン千葉塩田町店

オーナー 齋藤 利浩

260-0823

千葉市中央区塩田町390-2

319

0418 セブン‐イレブン千葉小深町店

オーナー 小形 敏之

263-0003

千葉市稲毛区小深町14

320

0419 カインズ幕張店

店長 早坂 明訓

275-0023

習志野市芝園1丁目2番1号

321

0420 セブン-イレブン千葉大日町南店

オーナー 鈴木 大介

262-0004

千葉市花見川区大日町1586-2

322

0421 ロ－ソンストア１００幕張本郷店

オーナー 井上 是彬

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷2-8-11

323

0422 北海エージェント株式会社

代表取締役 竹本 貴央

275-0022

習志野市香澄2-5-38

324

0423 セブン‐イレブン千葉小金沢坂下店

オ－ナ－ 龍沢 学

266-0033

千葉市緑区おゆみ野南2丁目34－1

325

0424 株式会社フードウェイ

代表取締役 後藤 圭介

814-0011

福岡県福岡市早良区高取一丁目2番22号

326

0425 セブン‐イレブン千葉富士見１丁目店

オ－ナ－ 稲田 克則

260-0015

千葉市中央区富士見1丁目12番地1

327

0426 株式会社凛

代表取締役 久保野 未記

261-0021

千葉市美浜区ひび野1-9

328

0427 ミニストップメイプルイン幕張店

坂田 和彦

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷1-12-1

329

0428 セブン-イレブン千葉穴川インター店

オ－ナ－ 村中 拓樹

263-0014

千葉市稲毛区作草部町1287-3

330

0429 シモジマ千葉店

店長 成田 裕希

260-0013

千葉市中央区中央3-3-1-102

331

0430 ミニストップ千葉轟町店

松岡 基

263-0021

千葉市稲毛区轟町2-2-9

332

0431 いそべ薬品

代表 松村忠雄

261-0012

千葉市美浜区磯辺6-3-7

333

0432 セブン‐イレブン千葉穴川２丁目店

遠藤 陽介

263-0024

千葉市稲毛区穴川2-12-8

334

0433 有限会社満世

代表取締役 文 信永

272-0835

千葉県市川市中国分5-30-13

335

0434 セブン-イレブン千葉谷当町店

オ－ナ－ 長澤 亮

265-0072

千葉市若葉区谷当町1084-1

336

0435 セブン‐イレブン千葉柏台店

寺嶋 実

263-0005

千葉市稲毛区長沼町286-1

※各受注者の情報は、令和2年3月31日までに本市に提出された届出に基づく。

セブンイレブン千葉松波店分

セブン‐イレブン千葉青葉の森南口店分

ミニストップ千葉真砂店分

ミニストップ幕張ベイパーク店

ス－ク海浜幕張1階

セブン‐イレブンaune海浜幕張店

ミニストップあすみが丘東店

