
産廃エキスパート

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 1-20-C0102 S.P.EC.株式会社 新規 143-0002 東京都大田区城南島三丁目2番8号 https://ecore.tokyo/ 13-20-195219

2 2-20-C0096 千葉企業株式会社 更新 189-0025 東京都東村山市廻田町一丁目2番17号
http://www.chibakigyo.

co.jp
13-20-015170

3 5-20-C0004 株式会社増渕商店 更新 173-0022 東京都板橋区仲町16番8号 
http://www.mas-

eco.co.jp/
13-20-000135

4 5-20-C0034 株式会社日成ストマック･トーキョー 更新 134-0084 東京都江戸川区東葛西三丁目17番15号
http://www.nissei-

st.co.jp
13-20-026957

5 5-20-C0007 株式会社アルフォ 更新 100-0014 東京都千代田区永田町二丁目4番3号永田町ビル9階 http://www.alfo.co.jp/ 13-20-126373

6 5-20-C0029 株式会社エコ・ファクトリー 更新 206-0801 東京都稲城市大丸1434番地3
http://www.eco-

factory.com/
13-20-116146

7 5-20-C0012 有明興業株式会社 更新 136-0083 東京都江東区若洲二丁目8番25号
http://www.aknet.co.jp

/
13-20-022693

8 5-20-C0023 株式会社ジー・エス 更新 108-0072 東京都港区白金一丁目1番6号
http://www.gs-

recycle.com/company/
13-20-044296

9 5-20-C0003 株式会社春江 更新 132-0025 東京都江戸川区松江四丁目24番10号
http://www.harue.co.jp

/
13-20-000138

10 5-20-C0006 株式会社東京クリアセンター 更新 100-0014 東京都千代田区永田町二丁目4番3号永田町ビル9階
http://www.tokyoclear.

co.jp/
13-20-032186

11 5-20-C0070 株式会社エコ・エイト 更新 157-0071 東京都世田谷区千歳台三丁目16番15号
http://www.eco-

eight.co.jp/
13-20-084423

12 5-20-C0035 コトブキ環境株式会社 更新 136-0082 東京都江東区新木場二丁目11番3号
http://www.kotobukika

nkyo.co.jp/
13-20-018220

13 5-20-C0054 株式会社ワイエムエコフューチャー 更新 340-0002 埼玉県草加市青柳二丁目7番45号 http://www.ym-e.com/ 13-20-000416

14 5-20-C0031S 日本医療衛生サービス株式会社 更新 有 171-0021 東京都豊島区西池袋二丁目29番19号
http://www.nihon-

iryou.com/

13-20-002019

13-71-002019

15 5-20-C0024 株式会社首都圏環境美化センター 更新 121-0836 東京都足立区入谷九丁目21番19号
https://www.shutoken-

env.co.jp/
13-20-023859

16 5-20-C0020S Ｊ＆Ｔ環境株式会社 更新 有 230-0044 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地１
https://www.jt-

kankyo.co.jp/company/

13-20-004313

13-70-004313

17 5-20-C0019S 株式会社シンシア 更新 有 140-0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号
https://www.sincerehq.

com/

13-20-003072

13-70-003072

18 5-20-C0018 大谷清運株式会社　 更新 125-0032 東京都葛飾区水元一丁目3番13号
http://www.otaniseiun.

com
13-20-010573

19 5-20-C0047 株式会社大空リサイクルセンター 更新 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平五丁目43番地の6
http://www.ohzoragrou

p.com
13-20-039232

20 3-20-C0101 株式会社調布清掃 更新 182-0012 東京都調布市深大寺東町五丁目8番地1
http://www.chofu-

seiso.co.jp
13-20-024029

21 5-20-C0028 株式会社川上商店 更新 206-0801 東京都稲城市大丸1462番地2
http://www.kawakami-

net.com/
13-20-028203

22 5-20-C0001 高俊興業株式会社 更新 165-0026 東京都中野区新井一丁目11番2号 https://takatoshi.co.jp/ 13-20-004823

23 5-20-C0040 株式会社リーテム 更新 101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番10号
https://www.re-

tem.com
13-20-038181

24 3-20-C0087 株式会社環境整備 更新 130-0003 東京都墨田区横川三丁目9番3号
http://www.kankyoseib

i.com
13-20-030285

25 5-20-C0051 株式会社貴藤 更新 196-0002 東京都昭島市拝島町三丁目1番3号
http://www.eco-

takafuji.com/
13-20-007846

26 5-20-C0008 相田化学工業株式会社 更新 183-0026 東京都府中市南町六丁目15番地の13 http://www.aida-j.jp 13-20-004256

27 5-20-C0015 ヨシヤコーポレーション株式会社 更新 132-0035 東京都江戸川区平井六丁目70番5号
http://www.yoshiya-

top.co.jp
13-20-000362

28 5-20-C0043 株式会社要興業 更新 171-0014 東京都豊島区池袋二丁目14番8号池袋エヌエスビル
http://www.kaname-

k.co.jp
13-20-002721

29 5-20-C0010 株式会社日動エコプラント 更新 192-0002 東京都八王子市高月町2181番地1 http://nichidoh.net 109-20-143850

30 5-20-C0022 大友運輸株式会社 更新 175-0082 東京都板橋区高島平六丁目2番5号
http://www.ohtomo-

u.co.jp/
13-20-036630

31 5-20-C0077 株式会社日本協力 更新 135-0052 東京都江東区潮見一丁目6番2号
http://www.gomipro.co

.jp/
13-20-031131

32 5-20-C0042 オーエム通商株式会社 更新 192-0155 東京都八王子市小津町106番地1
http://www.om1981.co.

jp/
109-20-001865

33 5-20-C0009 株式会社西商店 更新 146-0082 東京都大田区池上六丁目28番5号
http://www.nishi-

gr.co.jp
13-20-000688
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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

34 3-20-C0085 株式会社共同土木 更新 362-0016 埼玉県上尾市原新町26番1号
http://www.kyodohdob

oku.co.jp/
13-20-003982

35 5-20-C0044 株式会社永野紙興 更新 143-0002 東京都大田区城南島四丁目5番10号
https://naganoshikou.c

o.jp/
13-20-007352

36 5-20-C0045 株式会社有明 更新 136-0082 東京都江東区新木場二丁目9番1号
https://www.ariake-

d.com/
13-20-001584

37 5-20-C0025 株式会社都市環境エンジニアリング 更新 135-0042 東京都江東区木場五丁目6番35号
https://www.tkeng.co.j

p/
13-20-017260

38 5-20-C0041 株式会社実有輝 更新 179-0074 東京都練馬区春日町四丁目30番24号
https://www.mi-yu-

ki.co.jp
13-20-108005

39 5-20-C0005 株式会社エコワスプラント 更新 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井22番地10
https://www.ecowaspl

ant.co.jp/
13-20-072577

40 5-20-C0048 東京レンダリング協同組合 更新 131-0042 東京都墨田区東墨田一丁目9番1号
http://www.tr-

coop.com
13-20-031750

41 5-20-C0030 有限会社八栄興業 更新 203-0034 東京都東久留米市弥生一丁目4番13号 http://hachiei.co.jp 13-20-003341

42 5-20-C0055S 株式会社ハチオウ 更新 有 193-0813 東京都八王子市四谷町1927番地2 http://www.8080.co.jp/

13-20-003177

13-76-003177

109-20-003177

109-76-003177

43 3-20-C0089 太誠産業株式会社 更新 171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目14番11号中町ビル http://www.ticg.co.jp 13-20-000254

44 5-20-C0032 株式会社イゾイ 更新 134-0084 東京都江戸川区東葛西一丁目16番3号 https://www.izoi.co.jp 13-20-003294

産廃プロフェッショナル

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 5-20-F0001S 株式会社リスト 更新 有 186-0015 東京都国立市矢川三丁目23番地の11 http://www.rest.co.jp
13-20-017058

13-70-017058

2 2-20-F0045 株式会社東方産業 更新 175-0091 東京都板橋区三園二丁目6番26号
http://www.touhou-

sangyo.com
13-20-036512

3 5-20-F0009 那須興産株式会社 更新 175-0082 東京都板橋区高島平二丁目2番9号
https://www.nasuko-

san.jp/index.html
13-20-036551

4 5-20-F0031 株式会社クルーズ 更新 123-0872 東京都足立区江北五丁目13番5号 http://cruise2001.co.jp 13-20-074567

5 5-20-F0017 日本サニテイション株式会社 更新 136-0082 東京都江東区新木場四丁目1番30号
https://www.nsani.co.j

p/
13-20-001258

6 5-20-F0016 東武清掃株式会社 更新 121-0824 東京都足立区西伊興一丁目6番28号
http://www.tobu-

seisou.co.jp
13-20-033340

7 5-20-F0028 株式会社那須商会 更新 100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号飯野ビル
http://21nasu.com/ind

ex.html
13-20-017672

8 5-20-F0019 株式会社大龍金属 更新 143-0003 東京都大田区京浜島二丁目6番10号
http://dairyu-

recycle.co.jp/
13-20-003067
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