
産廃エキスパート 27件

認定番号 事業者名 申請 専門性 郵便番号 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 3-19-C0091 株式会社ブループラネット稲城 更新 無 206-0801 東京都稲城市大丸1442番地
http://www.blue-

planet.co.jp
13-20-153764

2 1-19-C0100 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/ 13-20-024825

3 5-19-C0013 成友興業株式会社 更新 無 197-0802 東京都あきる野市草花1141番地1
http://seiyukogyo.co.jp

/
13-20-009089

4 5-19-C0027 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/
13-20-022699

5 5-19-C0033 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
13-20-018874

6 5-19-C0067 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.c

om/
13-20-004303

7 4-19-C0073 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
109-20-035754

8 5-19-C0036 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/
13-20-005618

9 3-19-C0084 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/
13-20-112410

10 5-19-C0069S 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

13-20-002241
13-70-002241

11 5-19-C0068 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/
13-20-016103

12 5-19-C0016 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

/
13-20-003455

13 2-19-C0095 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.j

p
13-20-003485

14 3-19-C0081 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
13-20-001539

15 2-19-C0094 ＮＫリサイクル株式会社 更新 無 190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口429番地1 http://nkr.co.jp 13-20-140609

16 5-19-C0079 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/
13-20-001221

17 4-19-C0090 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.koiwakoigo

go.co.jp/
13-20-027666

18 4-19-C0074 株式会社まごころ清掃社 更新 無 193-0824 東京都八王子市長房町126番地の2
http://www.gomi-

magokoro.co.jp/

13-20-004601
109-20-004601

19 4-19-C0072 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
13-20-002244

20 2-19-C0093 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 13-20-046986

21 3-19-C0082 株式会社ハイシステム 更新 無 174-0043 東京都板橋区坂下三丁目4番1号
https://www.hi-

system.co.jp/
13-20-009530

22 5-19-C0017 株式会社オネスト 更新 無 103-0008 東京都中央区日本橋中洲11番14号103
http://www.honest-

recycle.co.jp
13-20-070680

23 5-19-C0071 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
13-20-035283

24 1-19-C0097 志賀興業株式会社 新規 無 181-0004 東京都三鷹市新川四丁目1番11号
http://www.shiga-

kogyo.co.jp/
13-20-011037

25 1-19-C0098 大洋運輸株式会社 新規 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
13-20-044506

26 1-19-C0099 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
13-20-007854

27 5-19-C0052 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
13-20-017061

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 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 2-19-F0043 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/
13-20-016684

2 5-19-F0007 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/

13-20-001227
109-20-001227

3 4-19-F0032 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
13-20-019371

4 4-19-F0030 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
13-20-021304

5 2-19-F0044 マスヒロ環境株式会社 更新 無 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡二丁目5番地2
http://www.masuhiro.c

o.jp/
13-20-078509
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