【令和２年度 チャレンジ産廃３Ｒ事業認定事業者一覧】
No

業者名

郵便番号

住所

業種

1

齋藤建設（株）

400-0867 甲府市青沼2-11-22

建設業

2

積水ハウス（株） 山梨支店

400-0041 甲府市上石田3-6-38

建設業

3

中央道路（株）

400-0814 甲府市上阿原町966

建設業

4

東京電力パワーグリッド（株） 山梨総支社

400-0031 甲府市丸の内1-10-7

電気・ガス・
熱供給・水道業

5

（株）早野組

400-0807 甲府市東光寺1-4-10

建設業

6

名工建設（株） 甲府支店

400-0863 甲府市南口町6-15

建設業

7

（株）中新土木

408-0013 北杜市高根町蔵原1905

建設業

8

（株）中村建設

400-0114 甲斐市万才300

建設業

9

（株）小林建設所

409-3433 南巨摩郡身延町遅沢2348

建設業

10 加藤建設（株）

409-2303 南巨摩郡南部町十島65-3

建設業

11 砂田建設工業（株）

409-3612 西八代郡市川三郷町上野830

建設業

12 甲州砕石（株） 初狩鉱業所

401-0021 大月市初狩町下初狩151

鉱業

13 芙蓉建設（株）

403-0004 富士吉田市下吉田5-15-29

建設業

14 （株）天川組

404-0041 甲州市塩山千野559

建設業

15 旭化成ホームズ（株） 東京営業本部

163-0811 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル11F

建設業

16 東鉄工業（株） 八王子支店

192-0083 東京都八王子市旭町12-4 日本生命八王子ビル3階

建設業

17 東京セキスイハイム（株） 山梨支店

409-3866 中巨摩郡昭和町西条5229

建設業

18 三井農林（株） 須玉工場

408-0112 北杜市須玉町若神子4496-2

製造業

19 （株）飯塚工業

406-0803 笛吹市御坂町井之上1511

建設業

20 （公財）山梨厚生会山梨厚生病院

405-0033 山梨市落合860

医療・福祉

21 国際建設（株）

400-0026 甲府市塩部4-15-5

建設業

408-0317 北杜市白州町下教来石14-2

製造業

23 昭和建設（株）

404-0036 甲州市塩山熊野80-1

建設業

24 井上建設（株）

400-0512 南巨摩郡富士川町小室2312

建設業

25 早邦建設（株）

409-2732 南巨摩郡早川町高住645-27

建設業

26 小林建設（株）

400-0226 南アルプス市有野2724

建設業

27 道村建設（株）

408-0315 北杜市白州町白須7-1

建設業

28 特殊興業（株）

408-0034 北杜市長坂町大八田336

建設業

22

熊本県果実農業協同組合連合会
白州工場

【令和２年度 チャレンジ産廃３Ｒ事業認定事業者一覧】
No

業者名

郵便番号

住所

業種

29 ヤマヨセメント（株） 甲府工場

409-3801 中央市中楯1243-2

製造業

30 （株）柳澤建設 大協生コンクリート

400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢124

製造業

31 地建工業（株）

400-0053 甲府市大里町2141-1

建設業

32 秋山土建（株）

403-0008 富士吉田市下吉田東1-24-3

建設業

33 （株）丸美建設工業

409-3606 西八代郡市川三郷町高田2974

建設業

34 日世（株） 南アルプス工場

400-0416 南アルプス市大師811-1

製造業

35 （株）サーフビバレッジ 石森工場

151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5

製造業

36 静甲工業（株） 南部工場

409-2303 南巨摩郡南部町十島字行摩2450

製造業

37 （株）スギヤマ 山梨工場

409-3423 南巨摩郡身延町飯富2240

製造業

38 円﨑興業（有）

409-2522 南巨摩郡身延町下山8457

建設業

39 清水建設（株） 関東支店山梨営業所

400-0031 甲府市丸の内2-30-2 甲府第一生命ビル3階

建設業

40 甲府市上下水道局 平瀬浄水場

400-0083 甲府市平瀬町437-3

電気・ガス・
熱供給・水道業

41 甲府市上下水道局 甲府市浄化センター

400-0055 甲府市大津町1645

電気・ガス・
熱供給・水道業

42 （有）峡南環境サービス

400-0501 南巨摩郡富士川町青柳町3492

建設業

43 タカムラ建設（株）

401-0501 南都留郡山中湖村山中862-1

建設業

44 ヤマヨセメント（株）

405-0075 笛吹市一宮町東原字南林927-1

製造業

45 （株）関電工 西関東営業本部 山梨支店

400-0032 甲府市中央4-12-25

建設業

46 三英電業（株） 南関東支店山梨営業所

400-0043 甲府市国母6-2-14

建設業

47 （株）パナホーム山梨

400-0041 甲府市上石田4-12-1

建設業

48 スタンデックスエレクトロニクスジャパン（株） 400-0055 甲府市大津町1088-7

製造業

49 小野建設（株）

400-0008 甲府市緑が丘1-2-4

建設業

50 中楯建設（株）

400-1513 中央市大鳥居2760

建設業

51 （株）荒井建材

400-0206 南アルプス市六科1107-2

鉱業

52 （株）森山組

400-0844 甲府市中町240-1

建設業

53 岩波建設（株）

404-0031 甲州市塩山上粟生野1076

建設業

54 風間興業（株）

406-0821 笛吹市八代町北1047-1

建設業

55 松井組工友（株）

409-3107 南巨摩郡身延町瀬戸154

建設業

56 湘南興業（有）

409-2945 南巨摩郡身延町波高島57

建設業
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57 （株）川口建設

409-3304 南巨摩郡身延町切石687

建設業

58 扶桑建設（株）

409-2415 南巨摩郡身延町大島1521

建設業

59 （株）大森工務所

403-0015 富士吉田市ときわ台1-4-5

建設業

60 拓甲建設（株）

400-0053 甲府市大里町2140－4

建設業

61 (株)八木沢興業

406-0041 笛吹市石和町東高橋134-3

建設業

62 （株）佐藤工業所

402-0200 南都留郡道志村8209

建設業

63 （株）岩間建設

400-0414 南アルプス市戸田284

建設業

64 坂本土建（株）

400-0814 甲府市上阿原町587-3

建設業

65 富士島建設（株）

407-0014 韮崎市富士見3-7-29

建設業

66 友愛工業（株）

406-0023 笛吹市石和町八田320

建設業

67 （株）KONDO

409-2531 南巨摩郡身延町梅平645

建設業

68 矢崎興業（株）

406-0821 笛吹市八代町北1991

建設業

69 （株）サーフビバレッジ 大野工場

151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5

製造業

