
産廃エキスパート 11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 5-19-A0080 手塚産業株式会社 更新 無 210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜三丁目15番6号
http://www.teduka-

sangyou.co.jp/
13-00-005634

2 4-19-A0118 総合商社桂商店株式会社 更新 無 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町1959番地2
http://katsura-

syoten.co.jp/
13-00-000599

3 5-19-A0013 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

/
13-00-009089

4 4-19-A0091 株式会社サン・クリーンサービス 更新 無 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町289番地1
http://www.sas-

group.jp
13-00-020451

5 4-19-A0090 栗原興業株式会社 更新 無 351-0024 埼玉県朝霞市泉水三丁目2番3号
http://www.kuriharako

gyo.com/
13-00-010227

6 3-19-A0108 栄晃産業株式会社 更新 無 181-0002 東京都三鷹市牟礼一丁目11番15号
http://eiko-

industry.com/
13-10-005968

7 5-19-A0046 株式会社ウチダ 更新 無 356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林18番地
http://www.eco-

uchida.com
13-00-030676

8 4-19-A0098 アトムプラント株式会社 更新 無 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名8489番地1 http://atomplant.com/ 13-00-000400

9 5-19-A0084 トライマテリアル株式会社 更新 無 143-0003 東京都大田区京浜島二丁目19番10号
http://www.trimaterial.

co.jp/
13-00-128962

10 5-19-A0107SB 株式会社ハイシステム 更新 有 174-0043 東京都板橋区坂下三丁目4番1号
https://www.hi-

system.co.jp

13-00-009530
13-60-009530

11 5-19-A0018 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
13-00-070680

産廃プロフェッショナル 17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 5-19-D0020 丸嘉運輸倉庫株式会社 更新 無 564-0044 大阪府吹田市南金田一丁目13番34号
https://maruka-

logi.co.jp/
13-00-055928

2 2-19-D0123 神奈川美研工業株式会社 更新 無 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町7858番地
http://www.kanagawab

iken.co.jp
13-00-000795

3 5-19-D0084 株式会社大東運輸 更新 無 136-0082 東京都江東区新木場二丁目14番1号
http://www.daitoh-

unyu.co.jp/
13-00-015096

4 4-19-D0119 株式会社ヤマタネロジスティクス 更新 無 135-8501 東京都江東区越中島一丁目2番21号
https://www.yamatane.

co.jp/ylogi/
13-00-047847

5 3-19-D0116 アイ・エス・ガステム株式会社 更新 無 273-0047 千葉県船橋市藤原三丁目16番17号 https://www.isgnet.jp/ 13-00-057319

6 4-19-D0091 株式会社グローバー 更新 無 101-0042
東京都千代田区神田東松下町13番地
神田プラザビル2F

https://www.globar.co.j

p/
13-00-116904

7 5-19-Ｄ0001 京浜運送株式会社 更新 無 143-0003 東京都大田区京浜島三丁目5番2号
http://www.keihin-

unso.jp/
13-00-037043

8 3-19-D0113 株式会社エコライフ 更新 無 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町335番地１
http://www.ecolife-

kk.co.jp/
13-00-055315

9 4-19-D0088S 東栄化学株式会社 更新 有 179-0085 東京都練馬区早宮三丁目56番9号
http://www.toei-

kagaku.jp/

13-00-002020
13-50-002020

10 3-19-D0114 銅鉄商事株式会社 更新 無 332-0001 埼玉県川口市朝日四丁目21番38号
http://www.do-

tetsu.co.jp
13-00-038661

11 4-19-D0087 株式会社ライフ 更新 無 982-0026 宮城県仙台市太白区土手内一丁目23番15号
http://www.life5383.co

m/
13-00-138959

12 2-19-D0122 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 13-00-140609

13 5-19-D0057S 有限会社四季コーポレーション 更新 有 266-0002 千葉県千葉市緑区平山町458番地
https://ab-

shiki.jimdo.com/

13-00-030296
13-50-030296

14 3-19-D0115S 日進エコシステム株式会社 更新 有 114-0004 東京都北区堀船二丁目10番12号徳増ビル102号
http://www.nisshin-

ace.co.jp/

13-00-170584
13-50-170584

15 2-19-D0124 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/
13-00-078509

16 1-19-D0127S アトラス商事株式会社 新規 有 216-0033
神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目7番地43
エスティー宮崎台1F

http://www.atlas-

eco.com

13-00-002423
13-50-002423

17 1-19-D0128 株式会社ナリタ解体工事 新規 無 120-0045 東京都足立区千住桜木二丁目12番7号
https://naritakaitai.ame

baownd.com/
13-00-044599
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