
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-A0119 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/ 13-00-195219

2 5-20-A0105SB 株式会社リバース 更新 有 174-0041 東京都板橋区舟渡四丁目16番9号
http://www.re-

birth.co.jp

13-00-029332

13-60-029332

3 5-20-A0044 大久保興業株式会社 更新 183-0026 東京都府中市南町二丁目38番地の8
http://www.ohkubokog

yo.com
13-00-057352

4 5-20-A0115 株式会社タカヤマ 更新 359-0011 埼玉県所沢市大字南永井37番地9号
https://www.takayama.

org/
13-00-000351

5 5-20-A0099 株式会社総合サービス 更新 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室7063番地5
http://www.sougouserv

ice.co.jp
13-00-046448

6 5-20-A0043 株式会社木下フレンド 更新 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目1番地10
http://www.k-

friend.co.jp
13-00-005938

7 5-20-A0004S 株式会社メッドトラスト東京 更新 有 176-0021 東京都練馬区貫井三丁目43番3号 https://med-t.jp/
13-00-067158

13-50-067158

8 5-20-A0081 株式会社アドバンティク・レヒュース 更新 379-2101 群馬県前橋市泉沢町1250番地16
http://www.atr-

eco.co.jp/
13-00-000535

9 5-20-A0027S アサヒプリテック株式会社 更新 有 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地
https://www.asahipret

ec.com/

13-00-000503

13-50-000503

10 5-20-A0021S 株式会社旭商会 更新 有 252-0211 神奈川県相模原市中央区宮下本町三丁目28番14号
http://www.asahi-

shoukai.co.jp

13-00-002378

13-50-002378

11 5-20-A0030 株式会社三凌商事 更新 194-0036 東京都町田市木曽東一丁目34番6号
http://www.tyo-

sanryo.co.jp
13-00-008292

12 5-20-A0048 株式会社光洲産業 更新 213-0032 神奈川県川崎市高津区久地四丁目10番11号
http://koushuu-

sangyou.com/
13-00-004318

13 5-20-A0033 株式会社ＩＷＤ 更新 243-0419 神奈川県海老名市大谷北二丁目1番46号 http://www.iwd.co.jp/ 13-00-001059

14 5-20-A0005S 株式会社トキワ薬品化工 更新 有 241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町376番地 http://tokiwa-y.co.jp/
13-00-003950

13-56-003950

15 5-20-A0082 株式会社アイエフ物流サービス 更新 344-0014 埼玉県春日部市豊野町二丁目19番地1 http://www.if-log.co.jp 13-00-046586

16 3-20-A0113 株式会社アドベル 更新 254-0042 神奈川県平塚市明石町10番6号 http://www.advel.co.jp 13-00-010215

17 5-20-A0083 株式会社クマクラ 更新 352-0012 埼玉県新座市畑中三丁目1番5号
http://www.kumakura.

biz/
13-00-006760

18 5-20-A0025 仙台環境開発株式会社 更新 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町2番27号
http://www.sendaikank

yo.co.jp/
13-00-052901

19 5-20-A0045 栄和リサイクル株式会社 更新 169-0051 東京都新宿区西早稲田二丁目9番16号
http://er-eiwa-

recycle.co.jp/
13-00-001024

20 5-20-A0037 株式会社LNJ中通 更新 103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目9番1号S-GATE日本橋本町10階
http://www.chuoexp.co

.jp/HomePage/index.ht
13-00-043278

21 5-20-A0086 環境通信輸送株式会社 更新 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目61番地
https://www.ktyhon.co.

jp/
13-00-000632

22 5-20-A0036 株式会社福井商店 更新 101-0047 東京都千代田区内神田二丁目4番2号
http://www.fukui-

recycle.co.jp/
13-00-018626

23 5-20-A0035S 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/

13-00-002019

13-50-002019

24 5-20-A0038 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 更新 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/
13-00-004313

25 5-20-A0009S 株式会社リフレックス 更新 有 239-0836 神奈川県横須賀市内川二丁目5番50号
http://www.refulex.co.j

p

13-00-001314

13-50-001314

26 5-20-A0034 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/
13-00-028203

27 5-20-A0088S 株式会社クレハ環境 更新 有 974-8232 福島県いわき市錦町四反田30番地
https://www.kurekan.c

o.jp/

13-00-004159

13-50-004159

28 5-20-A0106 株式会社第一資源 更新 192-0045 東京都八王子市大和田町二丁目7番18号

http://www7b.biglobe.

ne.jp/~disco117/index.

html

13-00-024941

29 5-20-A0031S 株式会社日本シューター 更新 有 601-8326 京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地
http://www.nippon-

shooter.co.jp/

13-00-104910

13-50-104910

30 3-20-A0112 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 13-00-000254

31 5-20-A0020S コスモ理研株式会社 更新 有 111-0052 東京都台東区柳橋一丁目14番6号
http://www.cosmo-

riken.co.jp

13-00-003722

13-50-003722
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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-D0093S 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
13-00-017058

13-50-017058

2 4-20-D0094S 日晴ビジネス株式会社 更新 有 113-0033 東京都文京区本郷五丁目24番3号
http://www.wism-

mutoh.co.jp/nissei/002.html

13-00-003392

13-50-003392

3 4-20-D0097S 株式会社クリーンネットワーク 更新 有 236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目5番11号
http://cleannetwork.co.

jp

13-00-000528

13-50-000528

4 5-20-D0012S 高砂企画株式会社 更新 有 141-0032 東京都品川区大崎一丁目20番15号
https://www.takasagok

ikaku.com/

13-00-001777

13-51-001777

5 2-20-D0126 株式会社京葉クリーンセンター 更新 262-0015 千葉県千葉市花見川区宮野木台四丁目18番2
http://www.keiyoclean.

co.jp
13-00-014210

6 5-20-D0111 大平興産株式会社 更新 100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
http://www.taiheikousa

n.co.jp/
13-00-001907

7 5-20-D0040 有限会社杉山建設興業 更新 198-0023 東京都青梅市今井二丁目1048番地7
http://www2.tbb.t-

com.ne.jp/sugiken/
13-00-143402

8 5-20-D0048 小田商事株式会社 更新 164-0012 東京都中野区本町六丁目9番8号
https://www.oda-

syoji.co.jp/
13-00-000047

9 5-20-D0034 東葉産業株式会社 更新 133-0061 東京都江戸川区篠崎町二丁目11番19-305 http://www.ts-kk.co.jp 13-00-130492

10 4-20-D0096 株式会社三裕 更新 343-0827 埼玉県越谷市川柳町四丁目325番地4
http://www.sunyou-

group.co.jp
13-00-010404

11 5-20-D0028 株式会社東海輸送 更新 154-0011 東京都世田谷区上馬四丁目38番5号
http://www.tokai-

yuso.co.jp/
13-00-032946

12 5-20-D0009 株式会社仲村工業 更新 173-0035 東京都板橋区大谷口二丁目63番6号
http://www.nakamura-

ko.co.jp/
13-00-082841

13 4-20-D0099 株式会社長南 更新 142-0053 東京都品川区中延六丁目9番6号
http://www.tyounannh

aikibutu.jp
13-00-161422

14 5-20-D0083 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/
13-10-001258

15 5-20-D0046 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
13-10-033340

16 1-20-D0129S 有限会社丸松産業 新規 有 175-0084 東京都板橋区四葉一丁目1番8号
http://www.marusyo-

material.co.jp/

13-00-027581

13-56-027581
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