
平成29年4月1日現在

優良性基準適合認定事業者の声（５０音順）

 

【認定区分】
・Ex  ：産廃エキスパート
・Pro：産廃プロフェッショナル

【業の区分】
・収運：収集運搬業（積替え保管を除く）  　　　　＊1：平成29年3月31日まで
・収運積：収集運搬業（積替え保管を含む）  　　　＊2：平成30年3月31日まで
・中間：中間処理業　　　　　　　　　　　  　　　＊3：平成31年3月31日まで
・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで
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あ ㈱アール・イー・ハヤシ Ex 収運 中間 *2 http://www.r-e-hayashi.jp/

限りある資源を大切に。これが私たちの理念です。アール・イー・ハヤシは、地
域・社会の発展、環境の保全に貢献し、廃棄物の再資源化に努め、資源循環型社会
の実現に向けて貢献します。常に、自然環境への配慮、自然社会の一員としてＣＯ
２削減に努めます。

アイ・エス・ガステム㈱ Pro 収運 - *4 http://www.isgnet.jp

わが社では厨房等に設置されておりますグリーストラップの清掃を中心に事業を展
開しております。グリーストラップ汚泥の産業廃棄物適正処理を通じて下流河川の
環境改善に貢献しております。皆様から信頼される企業を目指して邁進してまいり
ます。

㈱アイ・エス産業 Ex 収運積 中間 *4 http://www.is-sangyo.co.jp/ ―

㈱アイエフ物流サービス Ex 収運 - *2 http://www.if-log.co.jp

弊社は、廃電気製品から建設系廃棄物まで、幅広い廃棄物に対応し、各企業の廃棄
物に関わる手間とコスト削減に貢献出来るよう丁寧・確実・迅速な収集運搬を徹底
し、適正処理に努めております。埼玉県春日部市には、中間処理工場を有し、関東
地方全域に渡り事業活動を行っており、廃棄物のプロとして保管から分別、リサイ
クルの事まで様々な側面からご提案をさせて頂いておりますので、お困りのことが
ございましたら、お気軽にご相談ください。

相田化学工業㈱ Ex 収運積・専 中間 *2 http://www.aida-j.jp

私たちは、創業以来50年以上にわたり「リサイクルと環境保全」に努めてまいりま
した。産業廃棄物処理業者としての責任を常に自覚し、豊富な化学知識と経験を活
かして、環境問題にも真剣に取り組んでいます。「環境保護の使命を胸に」をモッ
トーに、お客様に安心をご提供致します。

㈱ＩＷＤ Ex 収運 - *2 http://www.iwd.co.jp/ ―

㈱アオキミツル商事 Pro 収運 - *3 http://www.aokimitsuru.jp/

弊社では、限りある資源を有効にかつ適正処理を実施する事をお客様へ提案させて
頂いています。マテリアルリサイクルの自社工場で、ゼロエミッションの推進も全
社で取組でいます。先進的活動と額に汗をもっとうに皆様から信頼される企業を目
指して参ります。

㈱アサヒ開発 Pro 収運 - *3 http://asahikaihatu.com ―

㈱旭商会 Ex 収運・専 - *2 http://www.asahi-shoukai.co.jp

低炭素・循環型社会実現に向けた熱回収施設を中心に５つのリサイクル事業を擁
し、業界での先駆者としての自負はありますが、この５つの基幹業務もステークホ
ルダーの皆様との様々な関わりがあってこそ、はじめて社会貢献が可能となり、一
つの和を成す事が出来ると考えています。

アサヒプリテック㈱ Ex 収運・専 - *2 http://www.asahipretec.com/

収集運搬および中間処分において、適正かつ迅速に処理できる体制づくりをしてい
ます。さらに産業廃棄物の卓越した無害化処理技術とゼロエミッションの確立を進
め、環境分野におけるグループ内ワンストップソリューションの実現を目指してい
ます。

㈱アドバンティク・レヒュース Ex 収運 - *2 http://www.atr-eco.co.jp/

弊社は環境マネジメントシステムの継続的改善を実施し環境側面に関連する法的要
求事項全てを順守します。又、環境省のエコドライブコンテストに参加し２年連続
入賞を果たし、今後も環境負荷の低減を継続的に行い環境保全に更に貢献いたしま
す。

㈱アドベル Ex 収運 - *2 http://www.advel.co.jp/index.html

わが社では、環境方針により環境負荷低減、法令の順守、目標管理を行い、産業廃
棄物の適正処理を行っております。また、安全教育を通じて車両等の事故防止を
図っております。今後も このような取組みを継続し、社会に貢献できる会社を目指
しております。

アトムプラント㈱ Ex 収運 - *2 http://atomplant.com

わが社ではマニフェストの管理を徹底し、産業廃棄物の適正な処理を信条に業務を
行っております。また、契約書の作成や許可書を迅速に揃えるなど、お客様のお力
になれますよう、信頼を第一に業務を行っております。今後も地道な取り組みを続
けてまいります。

㈱有明 Ex 収運積 中間 *2
http://www.ariake-d.com/

日本の森林面積は国土の66％にのぼり、先進国の中では有数の森林国です。その美
しい自然を守る為にも産業廃棄物の適正処理を業界一丸となって進めなければなり
ません。今後も、自社だけにとどまらず業界全体を視野に入れ事業活動に取り組ん
で参ります。

有明興業㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.aknet.co.jp/

有明興業㈱は、専用プライベートバースを有し、４千ｔ／日弱の高い処理能力を誇
る歴史ある会社です。当社では、廃棄物をＲＰＦやフラフ燃料に加工するなど、１
００％循環型処理を進めています。加えて安全対策の強化や、ボランティア活動、
セミナー開催等のＣＳＲ活動にも積極的に取組んで来ました。これらが高く評価さ
れ、現在４万件を超える契約をいただいております。今後とも、限りある資源を守
りつつ廃棄物の適正処理を進め、排出事業者の皆様や社会に貢献します。処理は任
せて安心な当社に、是非お任せ下さい！

㈱アルファサポート Ex 収運 - *3 http://www.alpha-support.co.jp ―

㈱アルフォ Ex - 中間 *2 http://www.alfo.co.jp/

当社は、東京都が推進する東京スーパーエコタウンにおいて、食品廃棄物を乾燥処
理することにより家畜用の配合飼料を製造する先進的な廃棄物処理施設を運営して
おります。国内の食料自給率向上のほか、非焼却化によるＣＯ２の削減にも寄与し
ております。

い ㈲飯盛商店 Ex 収運 - *3 http://www.iimori.co.jp/ ―

㈱五十嵐商会 Ex 収運積 - *3 http://www.igarashisyoukai.co.jp/index.html ―

㈱ISHIDA Pro 収運 - *2 http://www.ishida-doken.co.jp

当社では、お客様からのニーズに応えるべく、廃棄物の適正処理や再資源化への推
進、また安全第一を心掛け、車両等の事故防止、環境負荷の低減にも努めて参りま
した。今回このような認定を受け、いっそう環境に優しい会社として社会に貢献し
て参ります。

㈱泉土木 Ex 収運 - *2 http://www.izumi-dk.co.jp/ ―

㈱イゾイ Ex 収運積 中間 *2 http://www.izoi.co.jp ―

㈱市川環境エンジニアリング Ex 収運 - *2 http://www.ike.co.jp/index.php

弊社は、適正処理及びリサイクルの推進はもちろん地球温暖化防止・CO2削減に寄
与する付加価値の高い処理を目指して参りました。今後も高度な技術開発と経験を
活かし厳格な管理でお客様の環境負荷削減に設計から取組み社会貢献していきま
す。

㈱一不二総業 Pro 収運積 - *2 http://www.ichifuji1.jp ―

㈱岩井解体興業 Pro 収運 - *2 http://iwai-kaitai.jp/

マニフェスト電子化100％を目標とし、分別の徹底とリサイクルに積極的に取組み
環境負荷の低減を行い、資源を有効活用したいと思っております。また事故防止に
万全を期し事故・災害ゼロで安全第一で行い、より良い社会作りに貢献できる企業
を目指して参ります。

う ㈱ウチダ Ex 収運 - *2 http://www.eco-uchida.com

当社は、焼却処理が当たり前だった1985年創業当初から【棄てない・埋めない・燃
やさない】の信念のもと、100％リサイクルを目指し、自社独自の破砕機を開発、
徹底的に分別・破砕することで、廃棄物の再資源化に取り組んで参りました。
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え 栄晃産業㈱ Ex 収運 - *4 http://eiko-industry.com/

わが社は、皆様が安心してお任せ頂けるよう、車両の事故防止のための安全講習や
情報公開を行っております。今後もお客様のご要望に沿った廃棄物の適正処理・再
資源化の方法を提案し、クリーンで快適な社会環境づくりに貢献いたします。

栄和清運㈱ Ex 収運積 - *3 http://www.eiwa-group.jp/

弊社ではＩＳＯ１４００１を取得。「地球環境の保全」をテーマに適正処理・コン
プライアンスに取り組んでいます。　また、ハイブリッド車・エコドライブ教育・
デジタコ・ドライブレコーダーを先駆けて導入し、積極的にCO2削減に取り組んで
います。

栄和リサイクル㈱ Ex 収運 - *2 http://www.eiwa-recycle.co.jp/ ―

㈱エコ・ファクトリー Ex - 中間 *2 http://www.eco-factory.com

弊社は廃棄物の適正処理（循環型社会の一翼を担う）企業として、社会的役割と責
任を自覚し、環境保全に配慮した企業活動を行ってまいりました。排出事業者様が
安心して処理を委託していただけるよう、社員一丸となって努力してまいります。

㈱エコ・エイト Ex 収運積・専 中間 *2 http://www.eco-eight.co.jp/

当社は収集運搬から処分まで一貫企業であり、安心・安全をモットーにしておりま
す。また、中間処理施設（京浜島リサイクルセンター）の処理能力420ｔ/日、24
時間365日稼働しており、排出事業者様の利便性・経済効果にも評価頂いておりま
す。当社はISO14001を推進、毎年7月には富士山清掃を行い、今年は20回目を迎
えました。また、定期地域清掃等のボランティア活動にも積極的に参加、地域社会
への貢献及び協調に努めております。今後引き続き「未来の子供たち」の為、環境
保全・資源循環型社会に取り組んでまいります。

㈱エコライフ Pro 収運 - *4 http://www.ecolife-kk.co.jp/ ―

㈱エコロジスタ Ex 収運 - *3 http://www.mr-shintokyo.co.jp/ ―

エコロジャパン㈱ Pro 収運・専 - *3 http://www.ecolojapan-heisei.com/

「わが社では、廃棄物を扱うという立場から、社会と環境への配慮を大切な使命と
位置づけ、今この時代を生きる我々のため、未来を生きる世代のために環境保護・
保全、リサイクル社会への対応に向けて微力ながらも環境トータルサポートとして
社会との共生を図り、皆様から信頼される社会を目指してまいります。」

㈱エコワスプラント Ex 収運積 中間 *2 http://www.ecowasplant.co.jp/

当社は、適正処理、再資源化の推進、安全衛生管理、地域貢献、情報公開は環境ビ
ジネスに携わる者として、当然のこととして取り組んでいます。今後もカーボンオ
フセット、モーダルシフト等をさらに推進し、低炭素社会構築へ貢献してまいりた
いと考えています。

㈱エバーグリーンライン Ex 収運 - *3 http://www.egl.jp/about/ ―

お オーエム通商㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.om1981.co.jp/

当社では、電子を含めたマニフェスト管理を徹底し、産業廃棄物の適正処理を行っ
ています。また車両等の整備や、定期的なミーティングを行うことで、事故ゼロに
努めています。今後もさらなる取り組みを行い、皆様から信頼される会社を目指し
てまいります。

大久保興業㈱ Ex 収運 - *2 http://www.ohkubokogyo.com

弊社では、排出事業者の分別方法や性状の変化、また処分業者の保管状況、施設の
稼働状況や再利用の状況等を正確に把握できる立場上適正で付加価値の高い業務を
行って参りました。今後も従来以上に積極的に取組み皆様に信頼される会社を目指
して参ります。

㈱大空リサイクルセンター Ex 収運積 中間 *2 http://www.ohzoragroup.com ―

大谷清運㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.otaniseiun.com/

わが社では、「あなたの環境をecoに繋げるお手伝い」をモットーに、産業廃棄物の
適正処理の厳格化と環境に配慮した事業運営等、環境負荷の低減に努め、資源循環
型社会へ貢献していきたいと思っております。また、エコドライブの徹底や毎月社
内で行っている交通安全教育研修会を通じて車輌事故ゼロに万全を期し安全第一で
業務を行っております。大谷清運㈱は、収集運搬から中間処理までの一貫サービス
の中で、今後もこのような取組みを継続し、事故やミスの無い「まごころ込めた愛
ある丁寧な仕事」を提供して参ります。

大友運輸㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.ohtomo-transportation.com/

昭和23年、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの創立者が、安井都知事より「清掃は文化を興す」とのお言
葉を頂いてより清掃事業一筋で参りました。「ゴミを片付けるから再利用へ」、時
代の変化を先取りする企業へ社員一丸「団結と知恵」で進んで参ります。

㈲小作物産 Pro 収運積 - *2 http://www.ozaku.co.jp/

当社の経営理念は「良い会社にしよう！」です。当社は全員で安全第一を初めに廃
棄物の適正処理の推進、また環境負荷の低減に取組んでおります。これからも引続
いて取組みを継続し、市民や顧客の方々から「良い会社」と認められるべく努力を
続けてまいります。

小田商事㈱ Pro 収運 - *2 http://www.oda-syoji.co.jp/ ―

㈱オネスト Ex 収運 中間 *2 http://www.honest-recycle.co.jp/ ―

か 加藤商事㈱ Ex 収運積 - *2 http://katosyoji.tokyo

当社はドライバーの教育（ドライバーズ研修等）に注力し、エコドライブの推進に
よる環境負荷低減、事故ゼロ目標の達成を目指し、日々業務を行っております。創
業50年以上の経験と実績をもとに、これからも皆様の信頼を頂けるよう邁進して参
ります。

㈱加藤商事 Ex 収運積 中間 *2 http://www.katosyoji.com/

弊社は、産業廃棄物の適正処理やリサイクルの推進はあたり前のことと考え、あた
り前のことを確実に行い、今後もお客様の安心と作業の安全を徹底するための活動
を継続し、今回の認定に恥じないよう広く皆様から信頼をいただける会社をめざし
てまいります。

㈱要興業 Ex 収運積 中間 *2 http://www.kaname-k.co.jp/index.html

２つの徹底。これが当社のモットーです。まず廃掃法の遵法の徹底。これが当社の
基礎です。次がCO2削減も併せた形でのリサイクルの徹底。これが当社の発展にな
ります。この２つを徹底し、お客様に安全安心を提供し、信頼できる会社になれる
よう努力します。

㈱カネテツ Ex 収運 中間 *3 http://www.kane-tetsu.co.jp

当社は2004年5月よりISO14001（環境マネジメントシステム）を環境保全の柱
として産業廃棄物の適正処理、リサイクルの推進を計っております。今後も省エネ
ルギー、省資源に力を入れ、環境を第一とする企業活動を続けて参ります。

㈱亀田 Pro 収運 中間 *2 http://www.kameda-jp.com/ ―

㈱川上商店 Ex 収運 中間 *2 http://www.kawakami-net.com

弊社は「循環型社会の一翼を担う」企業として廃棄物を適正処理するため社会的責
任を自覚し、従業員一人一人が社会の信頼に応えられるよう活動してまいりまし
た。今後も更に信頼され、環境にもやさしい企業活動を行ってまいります。

環衛サービス㈱ Pro 収運 - *3 http://kanei.xsrv.jp/

わが社は、持続的発展が可能な社会の構築のため環境保全の重要性を認識し、事業
活動を通じて地球温暖化対策の推進や循環型社会の形成に貢献すると共に、地域の
環境保全に努めてまいります。
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・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで

列1 会社名
認定
区分

収集運搬
業の区分

中間処理
業の区分

有効
期間

ホームページ 声

㈱環境システムサービス Ex
収運積・
専(収運)

- *2 http://www.kssjapan.com

私たちに課せられた使命と役割、それは収集運搬プロセスにおいて環境負荷をかけ
る温室効果ガスの削減です。次世代自動車として注目されているＥＶやｐＨＶに自
然エネルギーで供給する事を視野に入れながら、低炭素社会の構築に向け着実に歩
んでまいります。

㈱環境整備 Ex
収運積・
専(収運)

中間 収運積：*3
中間：*2

http://www.kankyoseibi.com ―

環境通信輸送㈱ Ex 収運 - *2 http://www.ktyhon.co.jp/

わたしたちは、「安全・安心な省資源社会の実現に貢献する志の高い企業を目指
す」を企業理念に据えて、「安全第一」を根幹に事故防止、コンプライアンス遵守
等の取組みを展開し、それらを継続して行うことで、皆さまから信頼いただける企
業を目指します。

㈱環境テコム Ex 収運・専 - *3 http://tecom.jp/

この度、産廃エキスパートの認定を受け、産業廃棄物業界の一員として、業界の地
位向上に向け更なる努力を致したいと存じます。産業廃棄物のイメージを向上させ
るべく優良事業者を育成して行こうという運動には今後とも積極的に取り組みたい
と存じます。

き ㈱木下フレンド Ex 収運 - *2 http://www.k-friend.co.jp ―

木村建材工業㈱ Pro 収運積 - *3 http://www.kimura-kk.co.jp/

事業活動が環境に与える影響を常に意識し、環境負荷の低減に取り組んでいます。
産業廃棄物処理施設（中間処理）を保有（川越市）しており委託契約書の締結・マ
ニフェストの管理を徹底し、適正処理を行い、廃棄物の資源化・有効利用を積極的
に推進致します。

協栄興業㈱ Ex 収運 - *3 http://www.kyou-a.co.jp/ ―

㈱協栄清水商店 Ex 収運積 中間 *3 http://www.kyouei-shimizu.co.jp

当社は「都市を磨く」をコンセプトに、有効なリサイクルに取り組んでいます。
「ISO14001」「27001」を取得するとともに、法遵守に万全を期し、交通安全
講習や安全作業教育に力を注いでいます。今後も、社会から信頼される企業を目指
し続けます。

㈱共同土木 Ex 収運積 中間 *2 http://www.kyodohdoboku.co.jp/ ―

㈱キンセイ Ex 収運積 中間 *2 http://www.kinsei-corp.co.jp

弊社では、産業廃棄物の適正処理を行い、リサイクルによる再資源化を推進するこ
とが環境負荷の低減につながるものと考えております。また、車両の事故防止に万
全を期し、アルコール測定器やデジタルタコグラフを導入し、安全第一で業務に取
り組んでおります。

く ㈱クマクラ Ex 収運 - *2 http://www.kumakura.biz/

わが社では、GPSを用いた車両のルート管理、デジタコを用いたエコ運転を実施
し、環境負荷低減に力を注いでおります。また、全日本トラック協会の安全優良事
業所にも認定されており、皆様に常に安全・安心を提供できるように取り組んでお
ります。

クリーンサービス㈱ Ex 収運 - *3 http://www.clean-ser.com/

当社では、産業廃棄物における委託契約書を全て電子データで徹底管理し、都度更
新し社内どの部署からも閲覧可能となっています。なお、一次及び二次マニフェス
トによる処理帳簿から実績報告に至るまで詳細にデータ化し、作業においても収集
から中間処理に至るまで徹底した分別で再資源化に努めております。また、社内安
全衛生含む教育の徹底と全車デジタコによるエコドライブ等を管理し環境負荷の低
減にも努めております。クリーンサービス株式会社は、今後も確実に環境保全と地
域社会の貢献を目指して参ります。

㈱クリーンネットワーク Pro 収運・専 - *2 http://www.cleannetwork.co.jp ―

栗原興業㈱ Ex 収運 - *4 http://www.kuriharakogyo.com/

弊社では、適正処理やリサイクル推進はもちろんの事、収集運搬業をサービス業と
とらえ、車両等の事故防止や人材育成などに力を注いでおります。皆様から信頼さ
れ、安心と質の高いサービスをご提供出来るよう、社員一丸となり頑張ってまいり
ます。

クリーンテックシオガイ東京㈱ Pro 収運 中間 *3 http://www.shiogai.com/

弊社は、リサイクル事業を通して、資源の再生とクリーンな環境を築くという、社
会的使命を企業理念に安全かつ適正処理をモットーに、事業活動を行っておりま
す。

㈱クルーズ Pro 収運積 中間
収運積：*2
中間：*4

http://cruise2001.co.jp/

弊社では、お客様への安全・安心をモットーに、廃棄物の適正処理を行って参りま
した。この度の優良評価制度認定におきましても、社内教育・環境負荷の低減等、
見直す事ができました。今後も排出事業者様、同業他社様からも信頼される会社を
目指して参ります。

㈱クレハ環境 Ex 収運・専 - *2 http://www.kurekan.co.jp

弊社は創業以来、廃棄物の適正処理という仕事を通して地球環境保全へ貢献してま
いりました。自然と人間との調和を保ち、子供たちに豊かな未来を残すためにも廃
棄物の適正処理は私たちの大切な使命と考えております。

㈱グローバー Pro 収運 - *4 http://www.globar.co.jp/

わが社では、飲食店や施設等の厨房に設置されているグリストラップの清掃を中心
に事業を展開しております。大型チェーン店様は勿論、高層階の作業も強く、数多
くの商業施設様の作業実績があります。産業廃棄物の適正処理を通じ、環境改善に
貢献し、今後も皆様から信頼される会社を目指して精進してまいります。

㈱黒姫 Ex 収運積 - *2 http://www.kurohime.co.jp/

創業時から環境、安全衛生を含め品質マネジメントを重要視し、より良い仕事を提
供する企業文化が形成された。今後も、見えざる資産の蓄積により企業価値、人材
価値を上げ社会貢献へ繋げ持続的、破壊的イノベーションの創造により業界の地位
向上に寄与したい。

㈱クワバラ・パンぷキン Ex 収運 - *2 http://www.k-pumpkin.co.jp/

弊社はISO9001、ISO14001、OHSAS18001の国際規格を認証取得し、環境・
品質・労働安全衛生マネジメントシステムを構築している。
登録商標「利再来る」「解体彩生」をスローガンに建設廃棄物を都市資源と捉え、
循環型社会の構築を推進してまいります。

け ㈱ケイ・エム環境 Ex 収運 - *3 http://www.suzusei-km.co.jp

当社は、「明日の地球環境を守るのは私たちです。」をスローガンとし、自然保護
の観点から環境負荷の低減、循環型社会を構築する事を基本理念とし業務を行って
おります。今後も現状に満足する事なく将来の環境を見据え、未来に社会貢献する
企業を目指します。

京浜運送㈱ Pro 収運 - *2 http://www.keihin-unso.jp

わが社では、全車輌にデジタコやドライブレコーダーを装着し、エコドライブを徹
底させ、事故撲滅・環境負荷の低減に努めています。また、より一層、ドライバー
への安全教育や産業廃棄物の知識習得を充実させ、皆様の信頼を得られる会社を目
指してまいります。

㈱京葉クリーンセンター Pro 収運 - *2 http://www.keiyoclean.co.jp/

「すぐやる・必ずやる・できるまでやる」をモットーに自然環境の維持改善に積極
的に取り組んで参りました。今後も更に皆様の信頼を得られるように、環境方針に
則り適正処理・事故防止等に努めて参ります。

㈱京葉興業 Ex 収運積 中間 *2 http://www.keiyokogyo.co.jp/

わが社は平成２６年７月に創業５０周年を迎えました。長年培ってきた廃棄物処理
のノウハウや安全対策を基礎として、現在では環境負荷の低減や再資源化にも積極
的に取り組んできております。これからも皆様から信頼される企業を目指してまい
ります。
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平成29年4月1日現在

優良性基準適合認定事業者の声（５０音順）

 

【認定区分】
・Ex  ：産廃エキスパート
・Pro：産廃プロフェッショナル

【業の区分】
・収運：収集運搬業（積替え保管を除く）  　　　　＊1：平成29年3月31日まで
・収運積：収集運搬業（積替え保管を含む）  　　　＊2：平成30年3月31日まで
・中間：中間処理業　　　　　　　　　　　  　　　＊3：平成31年3月31日まで
・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで

列1 会社名
認定
区分

収集運搬
業の区分

中間処理
業の区分

有効
期間

ホームページ 声

こ 小岩興業㈱ Ex 収運積 中間 *4 http://www.koiwakoigogo.co.jp/ ―

㈱光洲産業 Ex 収運 - *2 http://www.koushuu-sangyou.com/index.html ―

広陽サービス㈱ Ex 収運積 中間 *3 http://www.koyo-s.co.jp ―

㈱コーシンメディカルサポート Pro 収運・専 - *3 http://www.koshin-medical.co.jp/ ―

越谷金属㈱ Pro 収運 - *2 http://www.koshikin.co.jp

弊社は「リサイクル活動における環境負荷の低減」を理念として、エコドライブの
徹底と、環境への負荷が少ない新型車両の導入をすすめております。今後も、お客
様からのご依頼に幅広く対応し、付加価値の高いサービスを提供できるよう取り組
んでまいります。

株式会社小島商事 Ex 収運 - *3 http://moku-kojima.jp

当社は「安全」と「適性」を優先しながら、リサイクル原料の運搬の担い手とし
て、多様な車種を用意して、リサイクルの効率化と革新を常に創造し、先進的な取
組を追求して参ります。

コスモ理研㈱ Ex 収運・専 - *2 http://www.cosmo-riken.co.jp

医療系廃棄物の適正処理はどうあるべきかを念頭に置き、27年に亙り事業を続けて
参りました。廃棄物の適正処理は、排出事業者・収集運搬業者・処分業者がそれぞ
れの責任を果たす事が重要と考え、これまで以上に一層の努力と研鑽を続けていき
ます。

コトブキ環境㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.kotobukikankyo.co.jp/index.html ―

㈱小早川運輸 Ex 収運積 - *3 http://www.kohayakawa.co.jp/

弊社は、廃棄物の適正かつ清潔な収集と、その種類に応じた資源化を図り、環境の
保全を確保している。また車両の事故防止、安全作業をモットーに取り組んでい
る。今後も、環境の保全、コンプライアンスを遵守し、皆様のニーズに的確に応え
てまいります。

㈲コヤマ商店 Pro 収運 - *2 http://home.k08.itscom.net/koyasho/

昭和２５年創業時より、金属系廃棄物のマテリアルリサイクル処理を中心に行い、
個々の素材ごとに１００％リサイクルを目指し、リデュース・リユースの重要性も
提案・促進しております。安心・安全・信頼ある会社の実現に努めてまいります。

さ 相模原紙業㈱ Pro 収運 - *3 http://www.s-sagamihara.com/

わが社は、環境負荷低減の為、リサイクルの推進に努めております。企業の社会的
使命を自覚し、事故防止に万全期し、全ての業務に安全第一で取り組んでおりま
す。今後も業務レベルの向上を目指し、社会に貢献できる会社を目指してまいりま
す。

㈱完山金属 Ex 収運積 中間 *4 http://www.sadayama.com

私どもは、会社情報を正確に公開することにより、より信頼性の高い業者として認
めて頂けるように努めております。尚、情報を公開することにより廃棄物の適正処
理を約束し、また一層の技術向上に努め、皆様から信頼される会社を目指してまい
ります。

㈱サン・クリーンサービス Ex 収運 - *4 http://www.sas-group.jp

弊社では、2006年ＩＳＯ14001：2004認証を取得し環境負荷の低減を継続的に
行っており、運行車両の動態管理システムにより、交通事故や過積載の防止に努め
ております。今後も皆様に安心・安全を提供できる企業を目指してまいります。

㈲サン・ウッド環境 Pro 収運・専 - *3 http://www.sunwoods.co.jp/ ―

㈱三栄興業 Pro 収運 - *2 http://www.misato-net.com/3ak

株式会社三栄興業では、独自の契約書管理帳を始めとして、処理伝票等の管理が容
易かつ徹底できるようデータベース化を推し進め、産業廃棄物の適正処理、再資源
化までの工程を把握できるよう取り組んでいます。また、ＩＳＯ１４００１を取得
しており、環境関連法等の遵守、車輌での運搬や処理工程における無駄な燃料消費
や電力消費の削減のみならず、それらの活動に伴う安全性の確保や事故防止など、
環境にも人にもやさしい継続的な活動を行ってきており、これからも弛まぬ努力を
続けていきたいと考えております。

三東運輸㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.santouunyu.com/

昭和26年の創業以来、長年にわたって廃棄物処理に携わってきた当社は、循環型社
会における適正処理を実現するためにリサイクル施設の拡充を通じ、分別の徹底と
確実なリサイクルの実現を追及し収集運搬から処分まで一貫した適正処理の実現に
努めています。

㈱三裕 Pro 収運 - *2 http://www.sunyou-group.co.jp/ ―

三洋商事㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.sanyo-syoji.co.jp/ ―

㈱三凌商事 Ex 収運 - *2 http://www.tyo-sanryo.co.jp

コーポレートスローガンとして、「クリンＥＣＯライフ」を掲げ、コンプライアン
スを重視し、従業員の教育を徹底することにより、産業廃棄物を適正に処理し、リ
サイクル率を向上させることを目指しております。これからも、お客様に安心と安
全をお届けする産廃エキスパート認定業者として、遵法を第一に、産業廃棄物の適
正処理と安全かつ迅速な作業で、社員一丸となって精進して参りたいと思います。

し ㈱ジー･エス Ex 収運積 中間 *2 http://www.gs-
recycle.com/company/index.html

産業廃棄物の適正処理について日々学習し、指導に心掛けています。車両事故防
止、安全第一に努めるため朝礼等での、ミーティング声かけに努めております。

ＪＦＥ環境㈱ Ex 収運 - *2 http://www.jfe-kankyo.co.jp/index.html

弊社は「環境リサイクル事業による社会への貢献」を基本理念とし、「循環型社
会」「環境との調和」「環境教育」の活動推進をしております。総合リサイクルカ
ンパニーとしてお客さまに信頼される会社を目指してまいります。

志賀興業㈱ Ex 収運積 - *2 http://www.shiga-kogyo.co.jp

当社では、法令遵守はもちろんの事、「環境負荷の低減」「循環型社会の形成」へ
向け、積極的な取組みを行っています。３Ｒの推進、エコアクション21の活動を通
じた環境保全への取組み、エコドライブなどを推進した環境負荷の低減等、持続可
能な循環型社会構築の一助となるよう日々取組んでおります。今後もこのような取
組みを続け、皆様から信頼され、社会に貢献できる企業を目指し、誠実に業務に取
組んでまいります。

㈲四季コーポレーション Pro 収運 - *3 http://www.ab.auone-net.jp/~shiki-
co/index.html ―

シグマテック㈱ Ex 収運 - *3 http://sigmatec.co.jp

お取引先各社様のご指導により、収集運搬の産廃プロフェッショナルの認定を受け
ることができました。これからも安全、安心、環境負荷の低減をモットーに業務品
質を向上させ、産廃エキスパートの取得を目指します。

品川運輸㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.shinagawa-unyu.co.jp

ＩＳＯの環境方針に基づき、社内の環境活動体制、作業手順書および記録類の整備
はもとより、従業員への教育・訓練等により従業員一人一人が環境に対する意識を
高め、具体的な行動を行っていくために啓発活動を推進しています。

㈱柴﨑商事 Ex 収運 - *3 http://www.shibasaki-s.co.jp/company.html

わが社は、３Ｒを通じて使用済みタイヤの燃料としてのリサイクル、再生タイヤと
してリデュースする事による使用済みタイヤの削減をするとともに環境への配慮と
して騒音防止、エネルギーの削減にも努めます。
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平成29年4月1日現在

優良性基準適合認定事業者の声（５０音順）

 

【認定区分】
・Ex  ：産廃エキスパート
・Pro：産廃プロフェッショナル

【業の区分】
・収運：収集運搬業（積替え保管を除く）  　　　　＊1：平成29年3月31日まで
・収運積：収集運搬業（積替え保管を含む）  　　　＊2：平成30年3月31日まで
・中間：中間処理業　　　　　　　　　　　  　　　＊3：平成31年3月31日まで
・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで

列1 会社名
認定
区分

収集運搬
業の区分

中間処理
業の区分

有効
期間

ホームページ 声

㈲島村商店 Pro 収運積 中間 *3 http://www.shimamurashouten.com/

私たちは　今、地球のために・・・・環境問題に対して企業の社会的責任を深く認
識し、環境との調和を重点課題として取り組み地球環境の保全と社会への貢献を目
指し活動します。環境に与える影響を認識し全社員を挙げて地球のために環境保全
に貢献します。

㈱首都圏環境美化センター Ex 収運積 中間 *2 http://www.shutoken-env.co.jp

当社は、創業時より“リサイクルは、地球サイズの思いやり”をコンセプトに廃棄
物処理業務を展開しております。産廃エキスパートの認定取得により、お客様に対
し当社独自の付加価値の更なる提供に努め、全社一丸で循環型社会の形成に貢献し
てまいります。

白井エコセンター㈱ Ex 収運積 中間
収運積：*2
中間：*4

http://www.shirai-g.co.jp/

産廃エキスパートの認定ありがとうございます。
挨拶、清掃、作業のスローガンのもと、他の模範となる優良認定業者として安全で
衛生的な作業を、愚直に実践して参ります。

㈱伸榮産業 Ex 収運積 中間 *2 http://www.shinei-industry.co.jp ―

㈱シンシア Ex
収運積・

専（収運）
中間・専 *2 http://www.sincerehq.com

シンシアは「自然との共生」を企業理念とし、廃棄物の適正処理、およびリサイク
ルを行っています。今後も遵法処理の徹底、安全第一を掲げ、皆様から信頼される
リーディングカンパニーとして産廃エキスパートの名にふさわしい事業運営をして
まいります。

㈱新東京開発 Ex 収運 - *3 http://www.mr-shintokyo.co.jp. ―

㈱伸和運輸 Pro 収運積・専 - *2 http://www.shinwa-u.co.jp/index.html

弊社では、排出事業者の意向を最大限尊重して、産業廃棄物の適正処理を行ってお
ります。また、従業員教育を充実し、リサイクルの推進に寄与する業務を実施して
おります。今後もこうした取組を強化して、お客様から信頼される会社を目指して
まいります。

す ㈱スイーピングサービス Ex 収運積 中間 *3 http://www.sweeping.co.jp/ ―

㈱ＳＫＹ Ex 収運 中間 *3 http://www.kk-sky.co.jp

当社は、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物収集運搬業を通じ、自社の法令遵守を第
一に考え、顧客の法令遵守・サービスの確保を図った業務の運営を心懸けておりま
す。
同時に、節電と省エネルギー化、二酸化炭素排出量の削減、節水・排水量低減に取
り組み、環境に配慮した業務運営を心懸け、お客様への環境に関する情報の提供及
び提案を行っていきます。
株式会社ＳＫＹは、今後もこのような取り組みを継続し、皆様から信頼される会社
を目指してまいります。

㈲杉山建設興業 Pro 収運 - *2 http://www.sugiken.co.nr

「現場こそが源泉」これが私達の考えであり取組みです。最も近い私達がコンプラ
イアンスの徹底を確実に実践し社内管理体制の強化を図り皆様からの高い評価と信
頼を獲得できるよう技術力の向上に全力で努めてまいります。

㈲スズキサービス Ex 収運 - *3 http://www.suzukiservice.co.jp

弊社では、排出事業者との連携をとり、より効率的な運搬処分の方法を提案・実践
し、廃棄物の有効利用及び減量化等のリサイクル推進に取り組み、環境保全、循環
型社会の構築に貢献することに今後とも努めてまいります。

㈱鈴徳 Ex 収運 - *2 http://www.suzutoku.co.jp/

鈴徳は２０１３年に創業１０９年を迎えました。鉄その他の金属に始まり「あらゆ
るものを再資源化する」という意気込みで日々取り組んでおります。新設備の導
入・人材教育などを積極的に行い、技術に磨きをかけて資源リサイクルの可能性を
追求して参ります。

㈱鈴与グリーンライン Pro 収運 - *4 http://www.suzuyogreenline.com ―

㈲スリーシープランニング Ex 収運積 - *2 http://www.cccpl.jp

弊社では、お客様に安心して頂ける様に、どのように廃棄物が処理されているか、
必ずお話しするようにしております。特に廃プラスチック類はサーマル・マテリア
ルリサイクルがありますが、最終的にどのように利用されているか迄ご説明致して
おります。

せ 青南建設㈱ Pro 収運積 中間 *2 http://www.seinan-k.co.jp/

弊社では、適正処理やリサイクル推進は時代のニーズとして確実に対応してまいり
ました。今後は火災予防・収集運搬車両による交通事故を起こさないためにも、安
全管理と教育に最大限の配慮をしてまいります。地域から必要とされる企業になる
ために。

成友興業㈱ Ex 収運 中間 *2 http://www.seiyukogyo.co.jp

わが社では、収集運搬車両のドライバーに対し、外部研修・社内研修を受講させ、
安全最優先で取り組んでおります。又、中間処理施設においては環境負荷の少ない
設備機械を導入し、かつ、独自の技術開発に取組み、皆様から信頼される企業を目
指してまいります。

㈱千足 Ex 収運 - *2 http://homepage3.nifty.com/senzoku/index.htm
l

リサイクルの推進によって、コストダウン！二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、排
水量についても、伝票記入→記帳→チェック→改善と、コストダウン同様の手法で
遂行しております。本認定の維持と精度の向上。両輪の輪で今後も突き進んでいく
所存です。

仙台環境開発㈱ Ex 収運 - *2 http://www.sendaikankyo.co.jp

わが社では、排出事業者様の信頼を確保するため安心、安全の徹底を図り、収集運
搬からリサイクルを重視した中間処理、そして適性かつ安全を重視した管理型最終
処分場で、廃棄物の一貫した適正処理処分を行い、循環型社会形成を目指してまい
ります。

そ ㈱総合サービス Ex 収運 - *2 http://www.sougouservice.co.jp

弊社は産業廃棄物の適正処理を通じ、社会により多くの貢献ができる企業になるこ
とを目標に歩んでまいりました。今後とも全社員の指導、教育の徹底を図り、お客
様や地域社会からより高い評価をしていただける企業を目指してまいります。

総合商社桂商店㈱ Pro 収運 - *2 http://katsura-syoten.co.jp/ ―

㈱総合整備 Ex 収運積 中間 *3 http://www.sogoseibi.com/

弊社は、環境における廃棄物の総合マネジメント会社です。廃棄物の収集運搬から
中間処理をトータルでサポートし、各種廃棄物を一番適切な方法で再資源化する仕
組みを独自で開発し、皆様のお役に立てるよう日々努力しております。

た ㈱第一資源 Ex 収運 - *2 http://www7b.biglobe.ne.jp/~disco117/profile1.html

弊社は、再生資源取扱および廃棄物の収集運搬を生業としており、第一に不用物の
再資源化に努めるとともに廃棄物の適正処理に取組んで永続的な循環型社会の構
築、そして地球環境への負荷の少ない社会を目指して業の推進を図るとともに、そ
の事に必要な恒常的努力・研究を怠らないよう努めております。その一環として産
廃エキスパートの認定及びエコアクション２１の認証登録も成しております。

大生運輸㈱ Pro 収運積 - *3 http://www.taiseiunyu.co.jp/

当社環境事業部では、環境ISO認証、Gマーク認証、エコプロジェクトへの参加な
ど、環境負荷の低減に取り組んでまいりました。この度地道に努力を重ねている結
果が再度認められたものと自負し、この認定に見合う業務を今後も続けてまいりま
す。

太盛運輸㈱ Ex 収運積 - *3 http://taisei-unyu.jp

わが社は、清掃事業に係る企業として、環境問題を最重要課題と考えており、資源
の再利用及び廃棄物の適正処理に細心の注意を払い、また積極的に低公害車の導入
を取り組み、環境にやさしい会社を目指して活動をしていく事に努めてまいりま
す。

太誠産業㈱ Ex 収運 中間 *2 http://www.ticg.co.jp/index.html

太誠産業㈱では、創業４１年にわたって蓄積した長年の技術・ノウハウを活用し、
廃棄物の適正処理・リサイクルを行い、資源循環型社会の形成に取り組んでいま
す。数多くの自治体並びに企業のリサイクル資源物の再生事業を手がけ高い評価を
頂いております。

㈱タイセイリサイクル Pro 収運 - *3 http://www.taisei-recycle.com/ ―
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優良性基準適合認定事業者の声（５０音順）

 

【認定区分】
・Ex  ：産廃エキスパート
・Pro：産廃プロフェッショナル

【業の区分】
・収運：収集運搬業（積替え保管を除く）  　　　　＊1：平成29年3月31日まで
・収運積：収集運搬業（積替え保管を含む）  　　　＊2：平成30年3月31日まで
・中間：中間処理業　　　　　　　　　　　  　　　＊3：平成31年3月31日まで
・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで
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㈱大東運輸 Pro 収運 - *2 http://www.daitoh-unyu.co.jp

わが社では、『環境との共生』を経営の最高課題と捉え、事業活動を行っておりま
す。低公害車の導入による環境負荷低減、交通安全講習や従業員研修による安全作
業の徹底をはかり、『安全・安心』の会社を目指して、これからも努力してまいり
ます。

大平興産㈱ Pro 収運 - *2 http://www.taiheikousan.co.jp

廃棄物の適正管理を経営理念とし、独自の管理システムにより処分業を行ってきま
した。厳格なチェックを経た廃棄物の収集運搬から、高度な科学的技術に裏打ちさ
れた管理型処分場への埋立、管理まで、一貫したシステムを提供しています。

大洋運輸㈱ Ex 収運積 - *4 http://www.taiyou-unyu.co.jp ―

㈱太陽油化 Ex 収運積 中間 *3 http://www.taiyo-yuka.com

わが社では、産業廃棄物の適正処理は当然の事ながら、お客様に安心安全かつ＋α
なサービスをご提供出来るよう日々努力して行きたいと思います。また、社会全体
に信頼され、又貢献できる会社を目指したいと思います。

㈱大龍金属 Pro 収運積 中間 *2 http://dairyu-recycle.co.jp/

弊社では環境負荷の低減のために、ＣＯ2排出を減らせるよう、省エネ、節水を心掛
け、これを徹底しています。また混在する多種多様な品目の廃棄物を手選別に力を
入れ、大切な資源として有効活用できるよう努力していきます。

高砂企画㈱ Pro 収運・専 - *2 http://takasagokikaku.server-shared.com/ ―

高俊興業㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.takatoshi.co.jp

我が社では、ISO14001、OHSAS18001及びISO39001の認証を取得、法順守
を柱とする環境と安全衛生の維持改善を推進しています。中間処理では再資源化率
90％超を維持し、全ての収運車両にはGPS、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾀｺｸﾞﾗﾌ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰを搭
載、お客様に安全・安心・迅速並びに確実をお届けしています。

高嶺清掃㈱ Ex 収運 中間 *2 http://www.eco-takane.com/
自社の中間処理施設で廃棄物の滅容と再資源化を実現。
環境に優しく経済的な処理を実現しています。

㈱貴藤 Ex 収運積 中間 *2 http://www.eco-takafuji.com/

貴藤では主に建設系産業廃棄物の収集運搬と中間処理を行っております。事故防止
対策・法令遵守・再資源化を強力に推進しております。今後も適正処理体制の維持
と、さらなる資源循環に努めてまいります。

㈱タカヤマ Pro 収運 - *2 http://www.takayama.org ―

㈱タケエイ Ex 収運積 中間 *4 http://www.takeei.co.jp/

タケエイでは、廃棄物処理・リサイクルのエキスパートとして、廃棄物の収集運搬
から最終処分までの一貫処理体制を確立し、適正処理に取り組んでいます。また、
グループ会社と連携することで、より幅広い品目の処理・再資源化を可能にしてい
ます。東京都スーパーエコタウン事業として選定されている中間処理施設の東京リ
サイクルセンターでは、今後の都市の再構築に向け、廃棄物の厳格な処理とリサイ
クルをさらに推進していきます。

㈱ダステックス Pro 収運・専 中間 *3 http://www.dustex.co.jp

弊社は環境機械メーカー「日本クリーンシステム㈱」の系列企業として環境保全を
目的に創業致しました。社会の発展に寄与できる廃棄物処理業務を目指し「環境負
荷の低減」「リサイクルの推進」といったテーマに、今後も誠実に取組んでいく所
存で御座います。

㈱田仲商店 Pro 収運積 中間 *4 http://www.tanaka-shoten.co.jp/

当社は、産業廃棄物の適正処理並びにリサイクルの推進を行ってまいりました。今
後もリサイクルの向上を図り、環境負荷の低減、埋立ゼロの取り組みを続け、排出
事業者様から信頼される収集運搬・処分業務を目指してまいります。

㈱田邉商店 Ex 収運積 中間 *2 http://www.ts-gp.co.jp

田邉商店では、法令を遵守した高い信頼性のもとにリサイクル業務を適正に目指す
ことにより、お客様の環境対策活動をしっかりとサポートし、更に社会へ貢献して
まいります。そして、出来ることを常に全力で考え、一歩一歩着実に実現に向け、
邁進致します。

多摩興運㈱ Ex 収運積 中間
収運積：*3
中間：*2

http://www.tamakouun.com/main/

わが社では、法令の遵守と安全確保を重視して、産業廃棄物の適正処理を行ってま
いりました。今後3Ｒ、資源有効活用などの循環型社会への貢献と地球環境保全へ寄
与し社会からの期待と役に立っているという自負のもと事業に取り組んでまいりま
す。

㈱樽味商会 Pro 収運 中間 *3 http://www006.upp.so-net.ne.jp/tarumi/ ―

ち 千種興産㈱ Ex 収運・専 - *3 http://chigusa-kkgr.co.jp ―

千葉企業㈱ Ex 収運積 - *2 http://www.chibakigyo.co.jp

当社では、「廃棄物処理の品質」を制定して適正処理はもとより、お客様が納得し
満足する廃棄物処理サービスを提供すると共に、安全運転の徹底やＩＳＯ活動によ
る環境経営に努めています。また、輝く現場力を目指して組織強化や社員教育にも
注力しています。

千葉テクノサービス㈱ Pro 収運 - *3 http://www.chiba-techno.com

次世代を担う子供たちが、安心して暮らせる環境を維持させる為、地球温暖化等の
環境問題に企業として又、全社員が問題意識を共有した上で真摯に取組んでまいり
ます。法で定めた許可の元、適正な処理と選別、安全対策、各車両のＧＰＳ車載機
により廃棄物の位置情報をリアルタイムの管理に最大限に取組みます。車両のエコ
ドライブを実践し、省エネ及び排気ガス・総排水量・二酸化炭素・使用電力削減及
び資源の有効活用に取組み、限り
ある資源を見据えた産業廃棄物の再生を目指し、様々なお客様の要望に、敏速かつ
柔軟に対応致します。

中央通運㈱ Ex 収運 - *2 http://www.chuoexp.co.jp

当社における環境関連輸送（産業廃棄物、一般廃棄物、管理土壌、リサイクル品）
において、長距離輸送はＪＲ貨物㈱によるレール輸送に特化しています。輸送中に
おける漏洩防止、交通安全を期するため安全品質会議（全体会議）及び安全会議
（各営業所）を活用し、広く全社員に事故防止を徹底しお客様から信頼される会社
を目指してまいります。

㈱中央ロジスティクス Pro 収運 - *4 http://www.yamatane.co.jp/chuoulogi/

当社は「環境への負荷が少ないクリーンな物流を促進する。」を環境方針としてグ
リーン経営の認証を受け、リサイクルの推進と廃棄物の低減と適正処理および安全
運行に努め、お客様の満足と信頼をいただいてまいりました。今後も一層の努力を
続けてまいります。

㈱長南 Pro 収運 - *2 http://www.tyounannhaikibutu.jp/

弊社では、産業廃棄物、有価物、古紙の分別を徹底し、適正処理を行ってまいりま
した。また、5Ｓ活動、改善活動、ＫＹＴ活動を通じて、作業の効率化、安全意識向
上に日々取り組んでおります。皆様から信頼される企業創りに全力で取り組んでま
いります。

㈱調布清掃 Pro 収運積 中間 *2 http://chofu-seiso.co.jp ―

つ ㈱辻商店 Pro 収運積 - *3 http://tsujisyouten.co.jp/index.html ―

都築鋼産㈱ Ex 収運積 - *2 http://www.tsuzuki-k.co.jp

都築鋼産株式会社は、環境問題が２１世紀の世界共通の課題であることを深く認識
し、人と地球に優しく快適な環境づくりに貢献し、次世代につながる環境活動を実
践するとともに、法令遵守のもと安心・安全な産業廃棄物の適正処理を推進してま
いります。
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平成29年4月1日現在

優良性基準適合認定事業者の声（５０音順）

 

【認定区分】
・Ex  ：産廃エキスパート
・Pro：産廃プロフェッショナル

【業の区分】
・収運：収集運搬業（積替え保管を除く）  　　　　＊1：平成29年3月31日まで
・収運積：収集運搬業（積替え保管を含む）  　　　＊2：平成30年3月31日まで
・中間：中間処理業　　　　　　　　　　　  　　　＊3：平成31年3月31日まで
・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで

列1 会社名
認定
区分

収集運搬
業の区分

中間処理
業の区分

有効
期間

ホームページ 声

て ティー・ビー・ロジスティックス㈱ Ex 収運 - *3 http://www.t-b-l.co.jp ―

手塚産業㈱ Ex 収運 - *2 http://teduka-sangyou.co.jp/	   		

わが社ではマニフェスト管理を徹底し、お客様との情報交換を密にして、廃棄物の
適正処理並びに分別及びリサイクルの促進と車両等の事故防止に取り組んでおりま
す。今後も引き続き、法規、ルールを遵守し、皆様から信頼される会社を目指して
まいります。

寺田工業㈱ Pro 収運 - *4 http://www.terada-k.co.jp

弊社では、産業廃棄物の適正処理に必要な用件は、法を遵守することはもちろんの
こと、安全管理の徹底であると捉え安全確認・危険予知活動を徹底してまいりまし
た。今後も事故防止に努め皆様から安心して仕事を任せられる会社を目指してまい
ります。

と ㈱東亜オイル興業所 Ex 収運 - *3 http://www.toaoil.com/

弊社では「環境保全と限りある資源の有効活用」を理念に、ISO14001を取得し、
安心してお任せいただけるよう社員教育や、特殊車両の導入、次世代リサイクル燃
料など新技術の開発を実施し、安全確保と環境保全に取り組んでおります。

東栄化学㈱ Pro 収運・専 - *4 http://www.toei-kagaku.jp/ ―

東栄興業㈱ Pro 収運積 - *3 http://www.toei-k.jp/
弊社は、法令遵守、ごみの適正処理を第一に、車両の安定供給、安全第一を目標と
して、お客様のニーズに合ったサービスの実現に取り組んでいます。

㈱東海輸送 Pro 収運 - *2 http://www.tokai-yuso.co.jp/

弊社は、お客様本位の仕事をモットーに産業廃棄物の適正処理を行っております。
また、ドライブレコーダーの導入により、環境負荷の低減に寄与する業務を実施し
ております。今後もこうした取組を強化して、お客様から信頼される会社を目指し
てまいります。

㈱東京クリアセンター Ex 収運積 中間 *2 http://www.tokyoclear.co.jp/

当社は、廃棄物の適正処理について、社を挙げて取り組んでおります。ＩＳＯ
9001、14001、27001を取得し、廃棄物の適正処理及び法順守に万全を期すす
とともに、安全管理の徹底と事故防止に努め、都民から信頼される会社を目指して
おります。

東京ボード工業㈱ Ex - 中間 *3 http://www.t-b-i.co.jp

わが社では、様々な廃木材を幅広く受け入れ、それを原料化してパーティクルボー
ドへと再生しています。マテリアルリサイクルを優先した、廃木材のカスケード利
用を推進することで、環境負荷の低減を提唱しています。廃木材処理のことはぜひ
ご相談ください。

東京臨海リサイクルパワー㈱ Ex - 中間・専 *2 http://www.tgn.or.jp/tokyorp/

弊社は東日本大震災及び大島町土砂災害で発生した災害廃棄物の処理に協力し、被
災地復興に向け微力ながらも貢献致しました。今後もスーパーエコタウン事業者と
して継続的に研鑽に励み、循環型社会の実現に助勢し、環境負荷の低減に取り組ん
でまいります。

東京レンダリング協同組合 Ex 収運積 中間 *2 http://www.tr-coop.com/ ―

東港金属㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.tokometal.co.jp

弊社は創業以来１１０年以上に亘って、「物を大切にする」をモットーに、事業経
験を積み重ねてまいりました。環境保全及び情報セキュリティ活動はＩＳＯ規格に
基づくマネジメントシステムを構築・運用し、お客様の役に立つ継続的な経営改善
に努めております。

東芝環境ソリューション㈱ Ex 収運 - *2 http://www.toshiba-tesc.co.jp/

当社は、資源リサイクルを基盤に産業廃棄物の収集・運搬・処理・リサイクル等を
積極的に推進し、持続的発展をめざす循環型社会の構築に貢献します。また、法
令、社会規範、倫理を遵守し、誠実で透明性のある企業として活動を展開してまい
ります。

銅鉄商事㈱ Pro 収運 - *4 http://do-tetsu.co.jp/index.html

当社はＩＳＯ４２００１，２７００１，１８００１を念頭に、ＣＳＲ遵守の故産業
廃棄物適正処理を励行しております。
マニフェスト発行及び管理、人身及び車両事故防止に努め、信頼される企業をめざ
しリサイクルエキスパートとして安心安全を提供いたします。

東京パワーテクノロジー㈱ Pro 収運 - *3 http://www.tokyo-pt.co.jp/

私たち東京パワーテクノロジー株式会社は、廃棄物の適正処理とリサイクル推進を
はじめ、環境調査・研究、環境創造など多岐にわたる事業活動を通じて、「持続可
能な社会の構築」と「暮らしやすい環境づくり」に貢献し続けます。

東都運業㈱ Ex 収運積 - *2 http://www.toto-g.jp

当社ではコンプライアンス遵守の元、契約書類やマニフェスト管理並びに理想的な
廃棄物処理を追求し、廃棄物の適正処理・再資源化に努めてまいりました。また、
車両にドライブレコーダーを搭載し事故防止に万全を期し、安全第一で業務を行っ
ております。今後も廃棄物を通じ快適な住みよい街づくりに貢献してまいります。

㈱東武クリエイティブ Pro 収運 中間 *3 http://tobu-creative.co.jp

弊社では、廃棄物の適正処理及び分別によるリサイクル事業に努め、地球温暖化防
止や、資源の有効活動を図ると共に、環境関連の法律、条例等を遵守し、事業活動
を進めております。又、収集作業及び運搬業務については、安全第一の管理の徹底
を行っております。

東武清掃㈱ Pro 収運 中間 *2 http://www.tobu-seisou.co.jp

維持可能な社会実現の為、廃棄物収集運搬はもとより、付帯する清掃関係事業にも
創意改善を加え、更なるサービス向上を目指しております。今後とも、区民と共に
歩む企業として、全社員一丸となって存在価値のある企業であり続けたいと願って
おります。

東葉産業㈱ Pro 収運 - *2 http://www.ts-kk.co.jp

 弊社は、マニフェストの管理を徹底し、廃棄物処理法に基づいた産業廃棄物の適正
処理を行う事で建設汚泥の有効利用を促進し、リサイクルに貢献しております。ま
た、運搬車両は道路交通法を順守し、社員一同安全第一を心掛けております。

㈱トーホークリーン Ex 収運積 中間 *4 http://www.toho-clean.co.jp/ ―

㈱トキワ薬品化工 Ex 収運・専 - *2 http://tokiwa-y.co.jp

弊社は、廃棄物追跡システム・電子マニフェストの導入により適正処理の確保・リ
サイクルの推進を企業理念として営業しています。収集運搬では、低公害車の積極
使用、及び、回収時や車両事故防止の為の、定期訓練・交通安全教育の定期的開催
により「安心と安全」をご提供させて頂いております。

㈱都市環境エンジニアリング Ex 収運積 中間 *2 http://www.tkeng.co.jp/

弊社は創業当初より、ビルから排出される廃棄物の計量、分別整理をはじめとする
廃棄物保管室の管理を重視し、現在、オフィスビル、商業施設、ホテル、病院等多
数の建物の廃棄物の処理を受託しております。またコンプライアンスを重視し、お
客様の排出事業者責任を果たせるよう、受託者責任を持って行動することを指針に
定めるとともに、リュース及び光学式選別機による「雑がみ」等のリサイクルに注
力し、地球環境の保全に貢献してまいります。今後はサービスの品質を一層高め
て、皆様から信頼される会社であり続けるよう邁進いたします。

㈱トベ商事 Ex 収運積 中間 *3 http://www.tobeshoji.co.jp/
当社は、福祉とリサイクルの推進を業務活動の柱に行ってまいりました。今後もこ
のような取組を続け、皆様から信頼される企業を目指してまいります。

トライマテリアル㈱ Ex 収運 - *2 http://www.trimaterial.co.jp/

弊社は環境ビジネスを営み、社会の持続可能な発展を支える企業の一員であるとい
う認識のもとで、事業活動を推進しております。ＣＯ２の排出削減、過積載や作業
時間に無理がないように日々管理を行い、道交法違反についても研修会、朝礼等で
啓発しております。
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平成29年4月1日現在

優良性基準適合認定事業者の声（５０音順）

 

【認定区分】
・Ex  ：産廃エキスパート
・Pro：産廃プロフェッショナル

【業の区分】
・収運：収集運搬業（積替え保管を除く）  　　　　＊1：平成29年3月31日まで
・収運積：収集運搬業（積替え保管を含む）  　　　＊2：平成30年3月31日まで
・中間：中間処理業　　　　　　　　　　　  　　　＊3：平成31年3月31日まで
・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで

列1 会社名
認定
区分

収集運搬
業の区分

中間処理
業の区分

有効
期間

ホームページ 声

な 直富商事㈱ Ex 収運 - *3 http://www.naotomi.co.jp/

経営理念である「地域に愛され、必要とされる会社とする」の実現に向け、「安全
第一・遵法第一、営業第二」の行動指針、並びに「全ての廃棄物を再資源化」の
モットーに基づき、当社の事業活動である廃棄物処理業がサービス業であることを
認識し、社員一人一人が常に顧客目線で考え、責任ある行動と取組を実践します。
その取組を通じてお客様、地域社会との共存共生による信用、信頼を築き、継承す
ることにより持続可能な循環型社会に貢献して参ります。

㈱中島カッター興業 Pro 収運積 - *3 http://www.nck9001.co.jp/ ―

中田屋㈱ Ex - 中間 *2 http://www.ndy.co.jp/index.html

中田屋は２０１３年に創業６１年を迎えました。鉄その他の金属に始まり「あらゆ
るものを再資源化する」という意気込みで日々取り組んでおります。新設備の導
入・人材教育などを積極的に行い、技術に磨きをかけて資源リサイクルの可能性を
追求して参ります。

㈱永野紙興 Ex 収運積 中間 *2 http://nagano.server-shared.com/

弊社は、廃棄物処理業者として創業以来、環境の保全に努めてまいりました。
地球環境保護のため、事業活動での二酸化炭素排出量を軽減し、循環型社会の構築
に積極的に取り組み、環境負荷の低減に努めることで持続性のある社会の発展に寄
与するとともに、「３Ｒの推進」に向けて邁進しております。

㈱仲村工業 Pro 収運 - *2 http://www.nakamura-ko.co.jp/ ―

那須興産㈲ Pro 収運積 中間 *2 http://nasuko-san.sakura.ne.jp/

わが社では、創業以来全従業員が一丸となり、廃棄物の適正処理とリサイクルの徹
底を行ってきました。しかしながら小規模の事業所のためこれまでは、お客様の口
コミによる評価だけでしたが、今回の認定を機に、よりいっそうの努力をしてまい
ります。

㈱那須商会 Pro 収運積 中間 *2 http://www.21nasu.com ―

㈱ナリコー Pro 収運・専 - *3 http://www.narikoh.co.jp/
当社は、産業廃棄物収集運搬業を通じて、地球環境の保全が最重要課題の一つであ
ると認識し、環境の保全に配慮した適正処理を行っていきます。

成増興業㈱ Ex 収運積 - *3 http://narimasukougyou.com/index.html

当社では「地球にやさしい環境づくり」をモットーに社内環境目標を設定し、従業
員ひとり一人が環境への意識を持って仕事に取り組んでおります。また、安全・安
心な作業を実施するために、コンプライアンスの確立を基本に、事故防止・接遇・
契約書・マニフェスト管理教育を徹底し、お客様に安心して頂ける企業を目指して
おります。その他にも、エコドライブへの意識向上を目的に、トラック協会にて実
施しているグリーンエコプロジェクトに参加しております。今後も従業員への教育
を継続し、皆様の信頼を得る企業を目指してまいります。

㈱ナンセイ Pro 収運 - *3 http://www.nansei.jp/

当社では、委託契約書並びにマニフェストの管理を徹底し、産業廃棄物の適正処理
を実施しています。また、車両管理の徹底と事故防止に万全を期します。更にリサ
イクル率の向上及び環境負荷の低減を図り皆様から安全安心な会社であることを目
指してまいります。

に ㈱西商店 Ex 収運積 中間 *2 http://www.nishi-gr.co.jp/

わが社では、収集運搬・処分業許可の他にも様々な許可の取得によりお客様に安心
して頂ける一括したサービスの提供を行っております。一般貨物自動車運送事業許
可、建設業許可を基にした大型医療機器、精密機械類導入時の運搬搬入据付、廃棄
時の撤去運搬処分。フロン回収事業者登録を基とした大型ボイラー・冷凍機等の撤
去運搬処分。事業系一廃収運業許可、廃棄物再生事業登録を基とした資源物の回収
及び資源化施設でのリサイクル化等。㈱西商店はお客様の「任せて安心、困ったと
き頼りになる」企業を目指して精進してまいります。

日栄産業㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.nichiei-sangyo.jp

わが社はリサイクルプラントと共に、積替え保管の大型倉庫及び自社桟橋を併設
し、東京港で民間初のリサイクルポートとして、陸海一貫輸送が可能な施設であり
ます。今後とも広域輸送でのリサイクルの推進・環境負荷の低減に貢献出来る施設
を目指してまいります。

㈱日動エコプラント Ex 収運積 中間 *2 http://nichidoh.net ―

日高工業㈱ Pro 収運積 - *2 http://www.e-nikko.co.jp/ ―

日興紙業商事㈱ Pro 収運積 中間
収運積：*3
中間：*2 -

当社は社会の一員として地球環境の保全が人類共通の課題であることを認識し、事
業活動に積極的に取り組み、環境保全に関する法令等を遵守し、環境負荷の低減・
環境予防に努めてまいります。

日進エコシステム㈱ Pro 収運・専 - *4 http://www.nisshin-ace.co.jp/ ―

日盛運輸㈱ Ex 収運積 中間 *4 http://www.nissay-unyu.co.jp

弊社では、安全第一に廃棄物の収集運搬業務を行っており、燃費の管理等いち早く
環境負荷の軽減に努めて来ました。また、スプレー缶や蛍光管等の処理困難物を適
正に処理するとともに、リサイクル率の向上に努め、環境にやさしく信頼される会
社を目指します。

㈱日成ストマック・トーキョー Ex 収運積 中間 *2 http://www.nissei-st.co.jp

弊社では、契約とマニフェストの電子化を推進し廃棄物管理の徹底と適正処理の透
明性を追及しています。また、建設現場での分別支援活動を通じて建設系産業廃棄
物のリサイクルを推進しています。今後も継続し信頼される企業として社会に貢献
して参ります。

日晴ビジネス㈱ Pro 収運・専 - *2 http://www.wism-mutoh.co.jp/nissei/index.html ―

㈱日本シューター Ex 収運・専 - *2 http://www.nippon-shooter.co.jp/

当社は、首都圏を中心に200件以上の医療機関から排出される医療廃棄物の収集運
搬を行っております。エコドライブを推進し環境負荷の低減に努めております。同
じグループに所属する医療廃棄物容器製造販売メーカーと共同でお客様のニーズに
合わせ、電子マニフェストと組み合わせた医療廃棄物個別追跡管理システム「ＷＥ
ＴＳ」を開発し、廃棄物排出量のグラフ表示による見える化で分析、抑制に貢献
し、業界のトップランナーとして排出事業者、処理業者との連携を密にし、常に安
全と適正処理に向け取り組んでいくことを目指しています。

日本医療衛生サービス㈱ Ex 収運・専 中間・専 *2 http://www.nihon-iryou.com ―

日本ウエスト㈱ Ex 収運 - *3 http://www.japan-waste.co.jp/

お客様からお預かりした再生資源(産業廃棄物)を責任持って再生リサイクルし、確実
に再利用されるよう、再生品の品質の安定と安全・安心、更に安定供給の為、厳し
い自社既定に基づき業務を遂行しております。

日本衛生㈱ Ex
収運積・

専（収運）
中間・専 *2 http://www.nihon-eisei.co.jp ―

㈱日本協力 Ex 収運積 中間 *2 http://www.gomipro.co.jp ―

日本サニテイション㈱ Pro 収運 中間 *2 http://www.nsani.co.jp ―

㈱日本シルバー Ex
収運・

専（収運積）
- *2 http://www.j-silver.com/

当社は「関係法令の遵守、廃棄物の適正処理、及び先進的な技術」をモットーに資
源循環型社会に貢献しております。安価な処理費に囚われる事無く、高度な技術と
信頼のおける資源循環型処分場と協力し、最善の努力と誠意を持って適正処理業務
を行って参ります。

日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱ Ex 収運積・専 - *3 http://www.nippon-medical.co.jp/ ―
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平成29年4月1日現在

優良性基準適合認定事業者の声（５０音順）

 

【認定区分】
・Ex  ：産廃エキスパート
・Pro：産廃プロフェッショナル

【業の区分】
・収運：収集運搬業（積替え保管を除く）  　　　　＊1：平成29年3月31日まで
・収運積：収集運搬業（積替え保管を含む）  　　　＊2：平成30年3月31日まで
・中間：中間処理業　　　　　　　　　　　  　　　＊3：平成31年3月31日まで
・専：専門性（感染性廃棄物）　　　　　　　　　  ＊4：平成32年3月31日まで
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認定
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業の区分
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有効
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ホームページ 声

の 野崎興業㈱ Ex 収運 - *3 http://www.nozakikougyou.co.jp/

当社は「未来の地球にできること、私たちは終わりのない環境問題に挑戦しま
す。」を企業理念とし、運搬部門ではデジタコによるエコドライブ推進及び車両事
故防止の安全教育を定期的に実施しています。また、環境負荷を軽減するために車
両の入替も計画的におこなっています。また、中間処理施設においては、「土のリ
サイクル」に取組み、循環型社会の形成に努めております。今後も環境問題に継続
的に取組み、お客様の期待と信頼に応える創造性豊かな企業を目指してまいりま
す。

は ㈱ハイシステム Ex
収運・

専（収運積）
中間

収運：*2
中間：*4

http://www.hi-system.co.jp/ ―

㈲八栄興業 Ex 収運積 中間 *2 http://www.hachiei.co.jp ―

㈱ハチオウ Ex 収運積・専 中間・専 *2 http://www.8080.co.jp

廃棄薬品や廃酸、廃アルカリ等の化学系廃棄物処理の専門業者として、更なる適正
処理や事故防止に努めて参ります。また長年培ってきた技術や各種ノウハウ、経験
をもとに排出事業者への改善提案を進め、社会全体の環境負荷低減に取り組んで参
ります。

㈱早船 Pro 収運 - *3 http://www.hayafune1967.jp/pc/index.html

当社は、固形物（金属くず、廃プラスチック類他６品目を専門に取り扱っていま
す。収集運搬から処分まで一環して自社で行い、ＧＰＳを利用した車両の管理、電
子マニフェストの推進、自社処分場だからできる木目細かい分別による資源化至高
に取り組んでいます。

㈱春江 Ex 収運積 中間 *2 http://www.harue.co.jp/

わが社では、環境マネジメントシステムをできる限り運用し、コンプライアンス、
事故防止、環境負荷低減を推進してまいりました。今後も継続的改善を実施し、皆
様から信頼される処理業者を目指してまいります。

ひ 光が丘運輸㈱ Ex 収運積 - *3 http://www.hikarigaokaunyu.co.jp/ ―

比留間運送㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.eco-hiruma.co.jp/ ―

ふ ㈱フォレスト Ex 収運積 中間 *3 http://www.forest-re.co.jp/

当社は今回の優良性基準適合認定制度またＩＳＯ１４００１等、環境に対する取組
に積極的に参加します。また地域社会に密着し、様々な分野で協調することにより
社会に貢献していきます。

㈱福井商店 Ex 収運 - *2 http://www.fukui-recycle.co.jp ―

㈱フジ・トレーディング Ex 収運積 - *2 http://www.fuji-tre.co.jp

収集運搬業者として環境負荷の低減を推進し、廃棄物適正処理の役割りはもとよ
り、3Rの提案と資源ルートの確保に努め、再資源化への取組みにより廃棄物の削減
に繋げ、持続可能な循環型社会構築の一翼を担い、信頼される会社を目指してまい
ります。

富士炉材㈱ Ex 収運 - *3 http://www.fujirozai.co.jp/

わが社では、排出事業者様との十分なコミュニケーションをとる事で、廃棄物の適
正処理を行ってまいりました。特に有害物を含む廃棄物には十分な配慮を行ってお
ります。今後も排出事業者様の良きパートナーとして信頼されるよう努力を続けて
まいります。

㈱フューチャー・エコロジー Pro 収運 中間 *2 http://www.f-eco.co.jp/ ―

㈱ブループラネット稲城 Ex - 中間 *4 http://www.blue-planet.co.jp/

わが社では、「凡事徹底」をテーマに、関係法令に基づく事業推進および安全衛生
管理体制を目指しております。事業主自身が、書籍・セミナー・特別教育・技能講
習等を通じて、法令を学ぶことは当然のこと、社員のスキルアップにも注力してお
ります。

㈲古川新興 Ex 収運積 - *3 http://furukawa-shinkou.co.jp/index.html ―

㈲フロンティア Ex 収運積 中間 *3 http://www.f-frontier.co.jp/

当社は「廃棄物は21世紀の資源である」という考えを第一に適正処理の確立、再資
源化率向上など、さまざまな取り組みを行ってまいりました。産廃エキスパート認
定取得によりさらに社員一丸となり皆様から信頼される事業運営をこれからも目指
してまいります。

へ ㈱ペエックス Pro
収運積・

専（収運）
中間 *3 http://www.pecs-2002.co.jp/index.html

当社の経営理念「我が社は環境にやさしく純粋にして綺麗な役務奉仕の先駆者たら
ん」に沿って、資源循環型社会の実現に向けたリサイクル事業に取り組み、地域社
会の皆様から愛され、信頼される会社を目指してまいります。

ま 前田金属工業㈱ Ex 収運 中間 *2 http://www.maeda-metal.co.jp

金属リサイクル業界も、排出企業からの適正処理のニーズが高まっており、社会環
境の変化に対応する為、防音・防塵・防振に対応した環境配慮型の施設でありま
す。そして災害時には太陽光発電・地下水など地域の緊急避難場所としての機能を
備えています。

㈱まごころ清掃社 Ex 収運積 中間 *4 http://www.gomi-magokoro.co.jp/

評価を重く受けとめるとともに初心にもどり、安全運転とすべての事故防止に努め
ます。また、廃棄物の分別を徹底し、リサイクルの推進を図り、優良認定にふさわ
しく、皆様の安心と信頼と感動されるような、業界の先頭に立つ会社になるよう
日々努力いたします。

㈱増渕商店 Ex 収運積 中間 *2 http://www.mas-eco.co.jp/

当社は、適正処理の確立だけではなく、企業様や行政の方々が求める「廃棄物処理
のあるべき形」づくりに取組んでまいりました。今後も「私たちが出来ること、私
たちだから出来ること」をモットーとして業界のイメージアップのために努力し続
けたいと思います。

㈱町田清掃社 Ex 収運 - *3 http://www.matisei.co.jp

わが社では、環境行政事業に携わる者の使命として、法規制を遵守するとともに、
積極的に廃棄物の有効利用やリサイクル等、環境問題に対応すべく、業務の整備を
図って参りました。今後も産業廃棄物の適正処理をはじめ、環境保全活動に取り組
んで行きます。

松田産業㈱ Ex 収運積 - *2 http://www.matsuda-sangyo.co.jp/ ―

㈱マツモト Pro 収運 - *4 http://www.matsumoto-ltd.co.jp

弊社は限られたあらゆるリソースを最大限に活かして、３Ｒを推進することをモッ
トーとしております。その結果スーパー・コンビニなど、数百店のお客様からご愛
顧を賜っております。今後も地球・交通・作業の環境を保全すべく業務を遂行して
参ります。

丸嘉運輸倉庫㈱ Pro 収運 - *2 http://www.maruka.bz/

「精密機械の総合物流サービス 丸嘉(マルカ)運輸倉庫㈱」は創業以来55年、安全重
視・コンプライアンス重視は元より、次世代に良い環境を引き継ぐための産廃処理
に取り組んで来ました。今後とも排出者/処分業者様と供に一層の努力をして参りま
す。

㈱丸三興業 Pro 収運 - *3 http://www.maru3-kogyo.com/ ―

丸順商事㈲ Pro 収運 - *3 http://www.marujun-shoji.co.jp ―

丸豊工業㈱ Pro 収運積 - *3 http://www.eco-marutoyo.com

弊社は、『廃棄物処理事業を通じた住みよい環境づくり』を基本理念とし、コンプ
ライアンス重視を礎に環境保全への取組みに尽力しています。また、電子マニフェ
スト活用による適正処理の透明化や顧客への啓蒙活動を推進する等、弛まぬ努力を
継続して参ります。
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み ミナミ金属株式会社 Ex 収運 - *3 http://www.minami-kinzoku.co.jp

ミナミ金属では、職場内の省資源、省エネルギーに取り組むとともに、環境に負荷
をかける物質の削減に努める事、地球規模の視点に立ち、社会に貢献できる環境活
動に取り組みます。そして、産業廃棄物の適正処理、マニフェストの管理の徹底を
継続して参ります。

㈱実有輝 Ex 収運 中間 *2 http://mi-yu-ki.co.jp/

我が社では、日々多様な経済活動から排出される産業廃棄物を適正処理すること
で、環境への負荷を低減し、リサイクルの推進などの取組みを行っております。今
後も培われたノウハウを活用し、より大きな視点でこれまで以上に皆様に貢献した
いと願っております。

む ムゲンシステム㈱ Ex
収運積・

専（収運）
- *2 http://www.mugensystem.co.jp

弊社は「限りある地球の無限を願い」持続可能な社会のため、廃棄物の資源化に取
組んで参ります。そして、資源エネルギー自給率が低い我国が、廃棄物を再生エネ
ルギーとして活用する事業で未来を担う子孫と世界の模範となる事に役立ちたいと
思います。

め ㈱メッドトラスト東京 Ex 収運・専 - *2 http://med-t.jp/

電子マニフェストシステムを導入【タブレット端末を利用した当社独自のシステ
ム】しており、入力などで、お客様へ負担を掛けることはありません。運用費を含
め、電子マニフェストに係る費用は全て無料サービスにて、提供しております。
（　※　詳しくはホームページにある、処理フロームービーをクリックし、電子マ
ニフェスト１分３９秒の動画をご覧下さい！）

㈱メディカルスリー Ex 収運・専 - *3 http://www.medicalthree.jp

わが社では、マニフェストの管理を徹底し、産業廃棄物の適正処理を行ってまいり
ました。また、車両等の事故防止に万全を期し、安全第一で業務を行っておりま
す。今後もこのような取組みを続け、皆様から信頼される会社を目指してまいりま
す。

ゆ 有信㈱ Pro 収運 - *2 http://www.ushin.co.jp ―

よ 横浜トランスポート㈱ Pro 収運 - *3 http://www.cje.co.jp/transport_01/

当社は廃液（廃酸・廃アルカリ）の収集運搬を専門としてます。これらの品目は、
取り扱う際に、特に高度な知識と注意が求められます。今後も法令遵守はもとよ
り、扱い品目に関する従業員一人一人の知識を深め、より安全な収集運搬に努めた
いと思います。

㈱ヨシモリ Pro 収運積 中間 *4 http://www.yosimori.co.jp/

弊社は「地球に優しく資源収集」を20数年前よりスローガンに廃棄物の資源化をい
ち早く取り入れ推進してまいりました。環境ISO、情報ISOも取得しており、積極的
なコンプライアンス遵守をベースに長年の高い信頼のもと、お客様に安心してご利
用頂いております。
また、中間処分場の再構築によるリニューアルで、より一層の循環型社会を構築し
てまいります。さらに、最新の事務処理ソフトの導入などトータルサービスの構築
を進めております。

ヨシヤコーポレーション㈱ Ex 収運積 中間 *2 http://www.yoshiya-top.co.jp

私たちの事業展開ポリシーは、Recycle Integration System。これは、多種多様な
資源をトータルに、しかも適正に処理、リサイクル化していくサービスです。廃棄
物処理に関わるさまざまな難問を解決してきた経験が生かされています。

㈱ヨドセイ Pro 収運積 - *3 http://www.yodosei.co.jp ―

ら ㈱ライフ Pro 収運 - *4 http://www.life5383.com/ ―

り ㈱リーテム Ex 収運積 中間 *2 http://www.re-tem.com
弊社は産業廃棄物処理に留まらず、環境・社会側面で多彩な活動を展開していま
す。

リケア㈱ Pro 収運・専 - *3 http://www.recare.jp ―

㈱リサイクル・ネットワーク Ex 収運積 - *3 http://www.r-nw.com

弊社では、年々技術進歩していくリサイクル処理業界とのネットワークを駆使し
て、事業者様の廃棄物による環境負荷の低減をご提案・実施致しております。くわ
しくはウェブを閲覧ください→　http://www.r-nw.com/

㈱リスト Pro 収運・専 中間・専 *2 http://www.rest.co.jp

中央高速「国立・府中インター」から車で約１分の立地にて焼却施設を保有し、破
砕・焼却・圧縮梱包の処理をしております。三多摩地区を中心に、医療系、建設系
及び様々な法人事業から排出される廃棄物の資源化・適正処理を実施するべく、安
全教育をはじめ、日々の産廃業務運営を行っています。皆さまに安心して廃棄物の
処理をお任せ頂けるよう今後もこのような取組みを続けてまいります。

㈱リバース Ex
収運・

専(収運積)
- *2 http://www.re-birth.co.jp

弊社ではマニフェスト管理の徹底として、電子マニフェストの普及に力を入れてお
りその一環として、ＩＣタグを利用した廃棄物の履歴管理システムを導入し、安全
確実で見える廃棄物管理を目指しています。また車両点検・社員教育をして安全な
業務をしています。

㈱リフレックス Ex 収運・専 - *2 http://www.refulex.co.jp/

弊社は、技術レベルの維持向上をはかり、質の高いサービスに心がけ、安全第一及
びコンプライアンスをモットーに産業廃棄物の適正処理に取組み、弊社の収集運搬
システム・廃棄物処理施設・環境ノウハウを活かし、お客様に最適な処理・リサイ
クルシステムの構築を支援いたします。

ろ ㈱ロジパルエクスプレス Pro 収運 - *2 http://www.blpinc.com/ ―

わ ㈱ワイエムエコフューチャー Ex 収運積 中間 *2 http://www.ym-e.com

産業廃棄物処理に関するあらゆる情報やノウハウをもとに、適正処理とリサイクル
ネットワークシステムの構築に努めてまいりました。今後もこの取組みを続け、
“リサイクル社会の先駆者を目指して”を企業スローガンに循環型社会の形成を目
指します。

＊「認定業者の声」は、任意申請に基づき作成しております。
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