
産廃エキスパート 22件

認定番号 事業者名 申請 専門性 郵便番号 事業者HP 許可番号

1 1-19-B0101 有限会社丸保商店 新規 無 121-0813 東京都足立区竹の塚二丁目32番17号 http://maruho-s.net/ 13-10-024825

2 5-19-B0038 加藤商事株式会社 更新 無 189-0011 東京都東村山市恩多町一丁目12番地3 https://katosyoji.tokyo/ 13-10-031111

3 5-19-B0022 日栄産業株式会社 更新 無 143-0003 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 http://nichiei-sangyo.jp/ 13-10-022699

4 5-19-B0027 東港金属株式会社　　　 更新 無 143-0003 東京都大田区京浜島二丁目20番4号 https://www.tokometal.co.jp 13-10-018874

5 5-19-B0057 株式会社加藤商事　 更新 無 201-0002 東京都狛江市東野川二丁目14番2号 http://www.katosyoji.com/ 13-10-004303

6 5-19-B0062 株式会社完山金属 更新 無 193-0944 東京都八王子市館町468番地の2 http://www.sadayama.com
13-00-035754
109-10-035754

7 5-19-B0030 株式会社京葉興業 更新 無 133-0061 東京都江戸川区篠崎町一丁目2番6号 http://www.keiyokogyo.co.jp/ 13-10-005618

8 3-19-B0087 株式会社アイ・エス産業 更新 無 123-0862 東京都足立区皿沼三丁目27番10号 http://www.is-sangyo.co.jp/ 13-10-112410

9 5-19-B0059S 日本衛生株式会社 更新 有 121-0836 東京都足立区入谷九丁目30番10号 http://www.nihon-eisei.co.jp
13-10-002241
13-60-002241

10 5-19-B0058 比留間運送株式会社 更新 無 208-0003 東京都武蔵村山市中央二丁目18番地の3 http://www.eco-hiruma.co.jp/ 13-10-016103

11 3-19-B0088 株式会社タケエイ 更新 無 105-0011 東京都港区芝公園二丁目4番1号Ａ-10階 http://www.takeei.co.jp/ 13-10-003455

12 2-19-B0098 藤ビルメンテナンス株式会社 更新 無 921-8025 石川県金沢市増泉一丁目19番13号 http://www.fujibuil.co.jp 13-10-003485

13 5-19-B0031 日盛運輸株式会社 更新 無 133-0061 東京都江戸川区篠崎町三丁目1番11号 http://www.nissay-unyu.co.jp 13-10-001539

14 5-19-B0079 三東運輸株式会社 更新 無 133-0061 東京都江戸川区篠崎町三丁目12番6号 http://www.santouunyu.com/ 13-10-001221

15 4-19-B0094 小岩興業株式会社 更新 無 124-0022 東京都葛飾区奥戸八丁目13番4号
http://www.koiwakoigogo.co.j

p/
13-10-027666

16 4-19-B0068SA 株式会社まごころ清掃社 更新 有 193-0824 東京都八王子市長房町126番地の2
http://www.gomi-

magokoro.co.jp/

13-10-004601
13-50-004601
109-10-004601

17 5-19-B0014 白井エコセンター株式会社 更新 無 121-0836 東京都足立区入谷五丁目16番28号 https://www.shirai-g.co.jp 13-10-002244

18 2-19-B0097 中野運輸株式会社 更新 無 165-0021 東京都中野区丸山一丁目2番1号 http://www.nakaun.jp 13-10-046986

19 5-19-B0061 品川運輸株式会社 更新 無 140-0011 東京都品川区東大井二丁目1番8号
http://www.shinagawa-

unyu.co.jp
13-10-035283

20 4-19-B0067 大洋運輸株式会社 更新 無 178-0062 東京都練馬区大泉町四丁目5番17号 http://www.taiyou-unyu.co.jp/ 13-10-044506

21 1-19-B0100 高嶺清掃株式会社 新規 無 124-0013 東京都葛飾区東立石三丁目5番1号 http://www.eco-takane.com 13-10-007854

22 5-19-B0042 株式会社伸榮産業 更新 無 144-0033 東京都大田区東糀谷五丁目8番14号
http://www.shinei-

industry.co.jp
13-10-017061

産廃プロフェッショナル 5件

認定番号 事業者名 申請 専門性 郵便番号 事業者HP 許可番号

1 4-19-E0051 株式会社マツモト 更新 無 123-0851 東京都足立区梅田七丁目31番4号 http://matsumoto-ltd.co.jp/ 13-10-019300

2 2-19-E0050 竹下産業株式会社 更新 無 123-0852 東京都足立区関原一丁目14番2号 https://www.r-station.co.jp/ 13-10-016684

3 5-19-E0047 青南建設株式会社 更新 無 193-0803 東京都八王子市楢原町1271番地17 http://www.seinan-k.co.jp/
13-10-001227
109-10-001227

4 4-19-E0038 株式会社ヨシモリ 更新 無 123-0852 東京都足立区関原一丁目12番2号 http://www.yosimori.co.jp 13-10-019371

5 4-19-E0036 株式会社田仲商店 更新 無 123-0851 東京都足立区梅田四丁目29番5号
http://www.tanaka-

shoten.co.jp
13-10-021304

許可証の所在地
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