
収集運搬業（積替え保管を除く）

■産廃エキスパート（59社）

認定番号 会社名
申請
区分

専門性
（感染性廃棄物）

許可証の所在地 ホームページ
東京都
許可番号

2-11-A0002 ㈱タケエイ 更新 ― 東京都港区芝公園二丁目4番1号A-10階 http://www.takeei.co.jp/ 13-00-003455

2-11-A0003 前田金属工業㈱ 更新 ― 東京都立川市柴崎町六丁目19番28号 http://www.maeda-metal.co.jp 13-00-044954

2-11-A0004S ㈱メッドトラスト東京 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
東京都練馬区貫井三丁目43番3号 http://med-t.jp/

13-00-067158
13-50-067158

2-11-A0005S ㈱トキワ薬品化工 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
神奈川県横浜市旭区上川井町３７６番地 http://tokiwa-y.co.jp

13-00-003950
13-56-003950

2-11-A0006 新和環境㈱ 更新 ― 東京都新宿区西早稲田二丁目21番12号 http://www.shinwa-eco.com/ 13-00-023133

2-11-A0007 ㈱日本資材 更新 ― 東京都大田区北馬込二丁目43番5号 http://www.j-shizai.jp 13-00-000606

2-11-A0009S ㈱リフレックス 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
神奈川県横須賀市内川二丁目５番５０号 http://www.refulex.co.jp/

13-00-001314
13-50-001314

2-11-A0011 大平興産㈱ 更新 ― 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号 http://www.taiheikousan.co.jp 13-00-001907

2-11-A0012 有明興業㈱ 更新 ― 東京都江東区若洲二丁目８番２５号 http://www.aknet.co.jp/ 13-00-022693

2-11-A0013 成友興業㈱ 更新 ― 東京都あきる野市草花１１４１番地１ http://www.seiyukogyo.co.jp 13-00-009089

2-11-A0015 ㈱千足 更新 ― 埼玉県川越市大字鴨田字山王下町3420番地1
http://homepage3.nifty.com/senzoku/i
ndex.html

13-00-003652

2-11-A0016 ㈲松江興業 更新 ― 千葉県市川市南行徳四丁目20番20号 http://www.matsue-kg.co.jp/ 13-00-003270

2-11-A0017 ㈱テルム 更新 ― 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目１番地３２ http://www.term-g.co.jp/ 13-00-000343

2-11-A0018 ㈱オネスト 更新 ― 東京都中央区日本橋中洲１１番１４号103 http://www.honest-recycle.co.jp/ 13-00-070680

2-11-A0019 日栄興産㈱ 更新 ― 埼玉県新座市大和田四丁目9番29号 http://www.nichieikosan.co.jp/ 13-00-004615

2-11-A0020S コスモ理研㈱ 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
東京都台東区浅草橋一丁目３４番７号 http://www.cosmo-riken.co.jp

13-00-003722
13-56-003722

2-11-A0021S ㈱旭商会 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
神奈川県相模原市中央区宮下本町三丁目２８番１４号 http://www.asahi-shoukai.co.jp

13-00-002378
13-56-002378

2-11-A0022 ㈱市川環境エンジニアリング 更新 ― 千葉県市川市田尻二丁目11番25号 http://www.ike.co.jp/index.php 13-00-002661

2-11-A0023 ㈱田邉商店 更新 ― 東京都立川市一番町五丁目５番地の１ http://www.ts-gp.co.jp 13-10-034745

2-11-A0024 ㈱大空リサイクルセンター 更新 ― 東京都武蔵村山市伊奈平五丁目43番地の6 http://www.ohzoragroup.com 13-00-039232

2-11-A0025 仙台環境開発㈱ 更新 ― 宮城県仙台市青葉区二日町２番２７号 http://www.sendaikankyo.co.jp 13-00-052901

2-11-A0026 ㈱昌和プラント 更新 ― 神奈川県横浜市神奈川区台町１６番地１ http://www.showaplant.com 13-00-004307

2-11-A0027S アサヒプリテック㈱ 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 http://www.asahipretec.com/

13-00-000503
13-56-000503

2-11-A0030 ㈱三凌商事 更新 ― 東京都町田市木曽東一丁目３４番６号 http://www.tyo-sanryo.co.jp 13-00-008292

2-11-A0031S ㈱日本シューター 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地 http://www.nippon-shooter.co.jp/

13-00-104910
13-56-104910

2-11-A0032 ㈲梅木商会 更新 ― 茨城県守谷市本町4245番地の4 http://umekishokai.com 13-00-002518

2-11-A0033 ㈱ＩＷＤ 更新 ― 神奈川県海老名市大谷北二丁目１番４６号 http://www.iwd.co.jp/ 13-00-001059

2-11-A0034 ㈱川上商店 更新 ― 東京都調布市染地二丁目３４番地１８ http://www.kawakami-net.com 13-00-028203

2-11-A0035S 日本医療衛生サービス㈱ 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
東京都豊島区西池袋二丁目２９番１９号 http://www.nihon-iryou.com

13-00-002019
13-56-002019

2-11-A0036 ㈱福井商店 更新 ― 東京都千代田区内神田二丁目４番２号 http://www.fukui-recycle.co.jp 13-00-018626

2-11-A0037 中央通運㈱ 更新 ― 東京都港区三田三丁目12番14号ニッテン三田ビル4階 http://www.chuoexp.co.jp 13-00-043278

2-11-A0038 ＪＦＥ環境㈱ 更新 ― 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1
http://www.jfe-
kankyo.co.jp/index.html

13-00-004313

2-11-A0039 ㈱アール・イー・ハヤシ 更新 ― 東京都品川区東品川一丁目１４番５号 http://www.r-e-hayashi.jp/ 13-00-016683

2-11-A0040 ㈱泉土木 更新 ― 東京都江戸川区中葛西一丁目３６番５号 http://www.izumi-dk.co.jp/ 13-00-009862

2-11-A0041 ㈱ユーワ 更新 ― 埼玉県所沢市東所沢一丁目17番13号 http://www.yuwa-joint.com 13-00-000209

2-11-A0042 高嶺清掃㈱ 更新 ― 東京都葛飾区東立石三丁目５番１号 http://www.eco-takane.com/ 13-00-007854

2-11-A0043 ㈱木下フレンド 更新 ― 埼玉県所沢市大字坂之下1142番地 http://www.k-friend.co.jp 13-00-005938

2-11-A0044 大久保興業㈱ 更新 ― 東京都府中市天神町三丁目11番地の1-202 http://www.ohkubokogyo.com 13-00-057352

2-11-A0045 栄和リサイクル㈱ 更新 ― 東京都新宿区西早稲田二丁目９番１６号 http://www.eiwa-recycle.co.jp/ 13-00-001024
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2-11-A0046 ㈱ウチダ 更新 ― 埼玉県ふじみ野市駒林18番地 http://www.eco-uchida.com 13-00-030676

2-11-A0047 ㈱リーテム 更新 ― 東京都千代田区外神田三丁目6番10号 http://www.re-tem.com 13-00-038181

2-11-A0048 ㈱光洲産業 更新 ― 神奈川県川崎市高津区久地四丁目10番11号
http://www.koushuu-
sangyou.com/index.html

13-00-004318

2-11-A0050 東京レンダリング協同組合 更新 ― 東京都墨田区東墨田一丁目9番1号 http://www.tr-coop.com/ 13-10-031750

2-11-A0055 ワイエム興業㈱ 更新 ― 東京都目黒区目黒本町六丁目19番23号 http://www.ym-e.com 13-00-000416

2-11-A0080 手塚産業㈱ 更新 ― 神奈川県川崎市幸区幸町二丁目689番地 http://teduka-sangyou.co.jp/	   		 13-00-005634

2-11-A0081 ㈱アドバンティク・レヒュース 更新 ― 群馬県前橋市泉沢町１２５０番地１６ http://www.atr-eco.co.jp/ 13-00-000535

2-11-A0082 ㈱アイエフ物流サービス 更新 ― 埼玉県さいたま市岩槻区本町三丁目２番５－１２０８号 http://www.if-log.co.jp 13-00-046586

2-11-A0083 ㈱クマクラ 更新 ― 埼玉県新座市畑中三丁目1番5号 http://www.kumakura.biz/ 13-00-006760

2-11-A0084 トライマテリアル㈱ 更新 ― 東京都港区芝二丁目7番2号 http://www.trimaterial.co.jp/ 13-00-128962

2-11-A0085 ㈱クワバラ・パンぷキン 更新 ― 埼玉県さいたま市中央区本町西四丁目11番10号 http://www.k-pumpkin.co.jp/ 13-00-005346

2-11-A0086 関東通信輸送㈱ 更新 ― 東京都大田区蒲田本町一丁目２番５号 http://www.ktyhon.co.jp/ 13-00-000632

2-11-A0087 ㈱実有輝 更新 ― 東京都練馬区春日町四丁目３０番２４号 http://mi-yu-ki.co.jp/ 13-00-108005

2-11-A0088S ㈱クレハ環境 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
福島県いわき市錦町四反田３０番地 http://www.kurekan.co.jp

13-00-004159
13-56-004159

2-11-A0089SB ㈱日本シルバー 更新
収集運搬業

（積替え保管を含む）
東京都目黒区中町一丁目25番12号 http://www.j-silver.com/

13-00-022147
13-66-022147

1-11-A0090 栗原興業㈱ 新規 ― 埼玉県朝霞市泉水三丁目２番３号 http://www.kuriharakogyo.com/ 13-00-010227

1-11-A0091 ㈱サン・クリーンサービス 新規 ― 千葉県千葉市稲毛区山王町289番地1 http://www.sas-group.jp 13-00-020451

1-11-A0092 ㈲青木商店 新規 ― 神奈川県平塚市中堂１５番１２号
http://www.aoki-
shoten.co.jp/company/index.html

13-00-051127

2-11-A0093 越谷金属㈱ 更新 ― 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼15番地 http://www.koshikin.co.jp 13-00-008895

2-11-A0099 ㈱総合サービス 更新 ― 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室7063番地5 http://www.sougouservice.co.jp/ 13-00-046448

■産廃プロフェッショナル（35社）

認定番号 会社名
申請
区分

専門性
（感染性廃棄物）

許可証の所在地 ホームページ
東京都
許可番号

2-11-D0001 京浜運送㈱ 更新 ― 東京都大田区京浜島三丁目５番２号 http://www.keihin-unso.jp 13-00-037043

2-11-D0002 高橋産業㈱ 更新 ― 東京都葛飾区白鳥一丁目12番19号 - 13-00-013234

2-11-D0003 上総商産㈱ 更新 ― 東京都江戸川区東葛西六丁目５番３号 http://www.kazusa-s.co.jp 13-00-010724

2-11-D0005 中島運輸㈱ 更新 ― 東京都江東区新砂三丁目１１番２２号 http://www5.ocn.ne.jp/~marunaka 13-00-067095

2-11-D0009 ㈱仲村工業 更新 ― 東京都板橋区大谷口二丁目63番6号 http://www.nakamura-ko.co.jp/ 13-00-082841

2-11-D0010 ㈱ロジパルエクスプレス 更新 ― 東京都葛飾区東四つ木四丁目42番5号 http://www.blpinc.com/ 13-00-137407

2-11-D0012S 高砂企画㈱ 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
東京都品川区大崎一丁目２０番１５号 http://www17.ocn.ne.jp/~t-kikaku/

13-00-001777
13-51-001777

2-11-D0016 青南建設㈱ 更新 ― 東京都八王子市楢原町1271番地17 http://www.seinan-k.co.jp/ 13-00-001227

2-11-D0020 丸嘉運輸倉庫㈱ 更新 ― 大阪府吹田市南金田一丁目13番34号 http://www.maruka.bz/ 13-00-055928

2-11-D0024 ㈱タカヤマ 更新 ― 埼玉県所沢市大字南永井37番地9号 http://www.takayama.org 13-00-000351

2-11-D0026 ㈱岩井解体興業 更新 ― 神奈川県横浜市泉区下飯田町５８９番地 http://iwai-kaitai.jp/ 13-00-034673

2-11-D0028 ㈱東海輸送 更新 ― 東京都世田谷区上馬四丁目38番5号 http://www.tokai-yuso.co.jp/ 13-00-032946

2-11-D0033 ㈱武蔵野総業 更新 ― 埼玉県新座市馬場一丁目12番1号 http://www.musashinosogyo.com 13-00-038556

2-11-D0034 東葉産業㈱ 更新 ― 東京都江戸川区篠崎町二丁目４０９番１２－３０５号 http://www.ts-kk.co.jp 13-00-130492

2-11-D0036 ㈲コヤマ商店 更新 ― 東京都大田区仲池上二丁目１２番１９号 http://home.k08.itscom.net/koyasho/ 13-00-140546

2-11-D0040 ㈲杉山建設興業 更新 ― 東京都青梅市今井二丁目1048番地7 http://www.sugiken.co.nr 13-00-143402

2-11-D0041 有信㈱ 更新 ― 東京都中野区江古田一丁目38番9号 http://www.ushin.co.jp 13-00-007688

2-11-D0045 ㈱京葉クリーンセンター 更新 ― 千葉県千葉市花見川区宮野木台四丁目18番2 http://www.keiyoclean.co.jp/ 13-00-014210

2-11-D0046 東武清掃㈱ 更新 ― 東京都足立区西伊興一丁目6番28号 http://www.tobu-seisou.co.jp 13-00-033340

2-11-D0048 小田商事㈱ 更新 ― 東京都中野区本町六丁目９番８号 http://www.oda-syoji.co.jp/ 13-00-000047
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2-11-D0049 ㈱昇鋭 更新 ― 東京都江東区新木場四丁目５番８号 http://www.shouei-m.com 13-00-029386

2-11-D0050 ㈱第一資源 更新 ― 東京都八王子市大和田町二丁目7番18号 http://nttbj.itp.ne.jp/0426442103/ 13-00-024941

2-11-D0081 ㈱三栄興業 更新 ― 埼玉県三郷市戸ヶ崎三丁目３４７番地 http://www.misato-net.com/3ak 13-00-007241

2-11-D0082 ㈱亀田 更新 ― 東京都墨田区東墨田二丁目24番19号 http://www.kameda-jp.com/ 13-00-045194

2-11-D0083 日本サニテイション㈱ 更新 ― 東京都江東区新木場四丁目1番30号 http://www.nsani.co.jp 13-00-001258

2-11-D0084 ㈱大東運輸 更新 ― 東京都江東区富岡二丁目9番11号 http://www.daitoh-unyu.co.jp 13-00-015096

2-11-D0085SE ㈱ハイシステム 更新
収集運搬業

（積替え保管を含む）
東京都板橋区坂下三丁目4番1号 http://www.hi-system.co.jp/

13-00-009530
13-66-009530

1-11-D0086 ㈱マツモト 新規 ― 東京都足立区梅田七丁目３１番４号 http://www.matsumoto-ltd.co.jp 13-00-019300

1-11-D0087 ㈱ライフ 新規 ― 宮城県仙台市太白区土手内一丁目23番15号 http://www.life5383.com/ 13-00-138959

1-11-D0088S 東栄化学㈱ 新規
収集運搬業

（積替え保管を除く）
東京都練馬区早宮三丁目５６番９号 http://www.toei-kagaku.jp/

13-00-002020
13-56-002020

1-11-D0089 寺田工業㈱ 新規 ― 東京都中央区八丁堀三丁目２８番１２号 http://www.terada-k.co.jp 13-00-028936

1-11-D0090 ㈱鈴与グリーンライン 新規 ― 静岡県静岡市清水区清開三丁目117番地の7 http://www.suzuyogreenline.com 13-00-115871

1-11-D0091 ㈱グローバー 新規 ― 埼玉県三郷市鷹野二丁目408番地1 http://www.globar.co.jp/ 13-00-116904

1-11-D0092 小岩興業㈱ 新規 ― 東京都葛飾区奥戸八丁目１３番４号 http://www.koiwakoigogo.co.jp/ 13-10-027666

2-11-D0093S ㈱リスト 更新
収集運搬業

（積替え保管を除く）
東京都国立市谷保6300番地 http://www.rest.co.jp

13-00-017058
13-56-017058
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