
新たに JWNET をはじめた加入者のご紹介 

 JWNETの利用を開始された加入者（一部）をご紹介しています 

 他の加入者も含めて検索をする場合は、加入者検索機能をご利用ください。 

 

平成 31年 1月 

排出事業者 

雪印メグミルク株式会社 札幌工場 （北海道札幌市東区） 

イオンモール株式会社 イオンモール大牟田 （福岡県大牟田市） 

三益半導体工業株式会社  （群馬県高崎市） 

株式会社ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業領域 防衛システム事業部 防衛施設グループ （東京都新宿区） 

日立化成株式会社 パッケージングソリューションセンタ （神奈川県川崎市幸区） 

鴻池運輸株式会社 和歌山支店 （和歌山県和歌山市） 

フジッコ株式会社  （兵庫県神戸市） 

株式会社丹青社  （東京都港区） 

住友大阪セメント株式会社  （千葉県船橋市） 

雪印メグミルク株式会社 興部工場 （北海道紋別郡） 

日本ハム株式会社 ＣＳＲ推進部 （東京都品川区） 

株式会社ヤマト  （静岡県菊川市） 

高田機工株式会社 東海環状福田第３高架橋内回り作業所 （岐阜県大垣市） 

雪印メグミルク株式会社 西日本ロジスティクスセンター中部事務所 （愛知県名古屋市守山区） 

イオンモール株式会社 イオンモールむさし村山 （東京都武蔵村山市） 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 錦工場 （熊本県球磨郡錦町） 

日油株式会社 川崎事業所 （神奈川県川崎市川崎区） 

オルガノ株式会社 北海道支店 （北海道札幌市東区） 

 

平成 30年 12月 

排出事業者 

 東亜道路工業株式会社 大衡合材工場 （宮城県黒川郡大衡村） 

加入者検索へ進む 

http://www.jwnet.or.jp/cgi-local2/lsearch/


 東京製綱株式会社 堺工場 （大阪府堺市西区） 

 アステラス製薬株式会社 焼津製剤研究センター （静岡県焼津市） 

 オルガノ株式会社 中国支店 （広島県広島市南区） 

 前田道路株式会社 前田道路株式会社・松阪興産株式会社 共同企業体 松阪合材センター （三重県松

阪市） 

 オルガノ株式会社 いわき工場 （福島県いわき市） 

 オルガノ株式会社 九州支店 （福岡県福岡市中央区） 

 昭和電工株式会社  （神奈川県川崎市川崎区） 

 三晃金属工業株式会社 光製作所 （山口県光市） 

 パナソニック株式会社 人材開発カンパニー （大阪府枚方市） 

 住友不動産株式会社 新築そっくりさん 戸建第一事業所 東京多摩エリア （東京都立川市） 

 小松ウオール工業株式会社  （石川県小松市） 

 ジェコス株式会社 千葉支店 蘇我営業所 （千葉県千葉市中央区） 

 京セラ株式会社 茨城つくば事業所 （茨城県つくば市） 

 株式会社近鉄百貨店 四日市店 （三重県四日市市） 

収集運搬業者 

 鴻池運輸株式会社 北日本支店 （宮城県仙台市青葉区） 

平成 30年 11月 

排出事業者 

 雪印メグミルク株式会社 神戸工場 （兵庫県神戸市西区） 

 扶桑薬品工業株式会社 大東工場 （大阪府大東市） 

 日本精化株式会社 高砂工場 （兵庫県高砂市） 

 日本精化株式会社 加古川東工場 （兵庫県加古川市） 

 住友大阪セメント株式会社  （千葉県船橋市） 

 高田機工株式会社 東海環状福田第３高架橋内回り鋼上部工事作業所 （岐阜県大垣市） 

 新日本電工株式会社 徳島工場 （徳島県阿南市） 

 ヒューリック株式会社  （東京都中央区） 

 積水化成品工業株式会社 滋賀事業所 （滋賀県甲賀市） 

 株式会社ハイデイ日高  （埼玉県さいたま市大宮区） 

 東洋インキＳＣホールディングス株式会社 マテリアルサイエンスラボ （茨城県つくば市） 



 太陽誘電株式会社 中之条工場 （群馬県吾妻郡中之条町） 

収集運搬業者 

 第一カッター興業株式会社 さいたま営業所 （埼玉県さいたま市岩槻区） 

処分業者 

 第一カッター興業株式会社 さいたま営業所 （埼玉県さいたま市岩槻区） 

平成 30年 10月 

排出事業者 

 日本ピストンリング株式会社 栃木工場 （栃木県下都賀郡野木町） 

 マブチモーター株式会社  （千葉県松戸市） 

 東プレ株式会社 相模原事業所 （神奈川県相模原市中央区） 

 京王電鉄株式会社  （東京都多摩市） 

 住友商事株式会社 クロップサイエンス部 （東京都千代田区） 

 理研ビタミン株式会社 千葉工場 （千葉県千葉市美浜区） 

 オルガノ株式会社 東北支店 （宮城県仙台市青葉区） 

 前田道路株式会社 中国支店 倉敷営業所 （岡山県倉敷市） 

 株式会社大阪ソーダ Ｒ＆Ｄ本部 （兵庫県尼崎市） 

 オルガノ株式会社 中部支店 （愛知県名古屋市千種区） 

 古野電気株式会社  （兵庫県西宮市） 

 前田道路株式会社 岡山営業所 （岡山県岡山市南区） 

 株式会社サニックス 鈴鹿工場 （三重県鈴鹿市） 

 信越化学工業株式会社 群馬事業所 （群馬県安中市） 

 オルガノ株式会社 関西支店 （大阪府吹田市） 

 ニチバン株式会社 メディカル事業本部 メディカル開発部 製品開発センター （埼玉県日高市） 

 株式会社ケーヒン 鈴鹿工場 （三重県鈴鹿市） 

 前田道路株式会社 広島営業所 （広島県広島市南区） 

収集運搬業者 

 前田道路株式会社 姫路合材工場 （兵庫県姫路市） 

処分業者 



 松田産業株式会社  （東京都新宿区） 

 前田道路株式会社 東京支店 船橋合材工場 （千葉県船橋市） 

平成 30年 9月 

排出事業者 

 雪印メグミルク株式会社 磯分内工場 （北海道川上郡標茶町） 

 扶桑薬品工業株式会社 茨城工場 （茨城県北茨城市） 

 株式会社トリケミカル研究所  （山梨県上野原市） 

 グンゼ株式会社 エンプラ事業部 （愛知県江南市） 

 第一工業製薬株式会社  （京都府京都市南区） 

 イオンモール株式会社 イオンモール甲府昭和 （山梨県中巨摩郡昭和町） 

 パナソニック株式会社 アプライアンス社 コミュニケーションプロダクツ事業部 （福岡県福岡市博多

区） 

 ジャパンマテリアル株式会社 本社工場 （三重県三重郡菰野町） 

収集運搬業者 

 有限会社ＪＣＵ  （東京都大田区） 

処分業者 

 世紀東急工業株式会社  （東京都港区） 


