
産廃エキスパート

五十音順 優良認定事業者名 専門性 〒 住所 代表者名 事業者HP 認定番号

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

2 相田化学工業株式会社 収積 183-0026 東京都府中市南町六丁目15番地の13 相田　征一 http://www.aida-j.jp 5-20-B0005S

3 株式会社有明 136-0082 東京都江東区新木場二丁目9番1号 鎌田　政春 https://ariake-d.com/index.html 5-20-B0066

4 有明興業株式会社 136-0083 東京都江東区若洲二丁目8番25号 松岡　和人 http://www.aknet.co.jp/ 5-20-B0076

5 株式会社五十嵐商会 177-0031 東京都練馬区三原台二丁目1番27号 五十嵐　和代 http://igarashisyoukai.co.jp/ 4-18-B0056

6 株式会社イゾイ 134-0084 東京都江戸川区東葛西一丁目16番3号 井副　隆興 http://www.izoi.co.jp 5-20-B0026

7 栄和清運株式会社 166-0013 東京都杉並区堀ノ内二丁目11番32号 花形　匡晃 http://www.eiwa-group.jp 4-18-B0055

8 株式会社エコ・エイト 収運 157-0071 東京都世田谷区千歳台三丁目16番15号 須永　八十八 http://www.eco-eight.co.jp 5-20-B0060SA

9 株式会社エコワスプラント 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井22番地10 浅尾　洋和 http://www.ecowasplant.co.jp/ 5-20-B0003

10 オーエム通商株式会社 192-0155 東京都八王子市小津町106番地1 岡村　睦夫 http://www.om1981.co.jp/ 5-20-B0033

11 株式会社大空リサイクルセンター 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平五丁目43番地の6 和田　敏之 http://www.ohzoragroup.com 5-20-B0080

12 大谷清運株式会社 125-0032 東京都葛飾区水元一丁目3番13号 二木　玲子 http://www.otaniseiun.com/ 5-20-B0011

13 大友運輸株式会社 175-0082 東京都板橋区高島平六丁目2番5号 藤井　練和 http://www.ohtomo-u.co.jp 5-20-B0013

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

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

16 株式会社要興業 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 木納　孝 http://www.kaname-k.co.jp 5-20-B0035

17 株式会社環境システムサービス 193-0823 東京都八王子市横川町1076番地 加藤　愼次郎 http://www.kssjapan.com 5-20-B0006

18 株式会社環境整備 収運 130-0003 東京都墨田区横川三丁目9番3号 廣田　健史 http://www.kankyoseibi.com 4-20-B0091SA

19 株式会社協栄清水商店 121-0053 東京都足立区佐野二丁目14番11号 清水　伸浩 http://www.kyouei-shimizu.co.jp 4-18-B0050

20 株式会社共同土木 362-0016 埼玉県上尾市原新町26番1号 内田　耕太朗 http://www.kyodohdoboku.co.jp/ 3-20-B0092

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

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

23 広陽サービス株式会社 135-0053 東京都江東区辰巳三丁目7番8号 尾崎　泰裕 http://www.koyo-s.co.jp/ 4-18-B0049

24 コトブキ環境株式会社 136-0082 東京都江東区新木場二丁目11番3号 吉田　昌美 http://www.kotobukikankyo.co.jp 5-20-B0029

25 株式会社小早川運輸 121-0061 東京都足立区花畑八丁目7番10号 小早川　貞一郎 http://www.kohayakawa.co.jp/ 4-18-B0048

26 株式会社完山金属 193-0944 東京都八王子市館町468番地の2 完山　一範 http://www.sadayama.com 5-19-B0062

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

28 株式会社ジー･エス 108-0072 東京都港区白金一丁目1番6号 郷　成祿 http://www.gs-recycle.com/company/ 5-20-B0016

29 志賀興業株式会社 181-0004 東京都三鷹市新川四丁目1番11号 志賀　隆宏 http://www.shiga-kogyo.co.jp/ 3-20-B0093

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

31 株式会社首都圏環境美化センター 121-0836 東京都足立区入谷九丁目21番19号 斉京　由勝 http://www.shutoken-env.co.jp 5-20-B0018

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

33 株式会社伸榮産業 144-0033 東京都大田区東糀谷五丁目8番14号 黒嵜　篤幸 http://www.shinei-industry.co.jp 5-19-B0042

34 株式会社シンシア 収運 140-0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号 増田　洋介 http://www.sincerehq.com/ 5-20-B0012SA

35 株式会社新東京開発 270-2265 千葉県松戸市常盤平陣屋前3番地の21 林　伸孝 http://kaihatsu.mr-shintokyo.co.jp/ 3-18-B0099

36 株式会社スイーピングサービス 197-0803 東京都あきる野市瀬戸岡360番地1 田邉　昌志 http://www.sweeping.co.jp 3-18-B0085

37 有限会社スリーシープランニング 140-0004 東京都品川区南品川三丁目6番31号 山下　智栄子 http://www.cccpl.jp/ 5-20-B0023

38 株式会社総合整備 167-0043 東京都杉並区上荻一丁目22番8号 松島　修 http://www.sogoseibi.com 4-18-B0047

39 太盛運輸株式会社 174-0041 東京都板橋区舟渡二丁目10番3号 小泉　雅義 http://www.taiseiunyu.jp/index.html 3-18-B0075

40 株式会社太陽油化 175-0091 東京都板橋区三園二丁目12番2号 石田　太平 http://www.taiyo-yuka.com 4-18-B0069

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

42 高俊興業株式会社 165-0026 東京都中野区新井一丁目11番2号 高橋　潤 http://www.takatoshi.co.jp 5-20-B0063

優良性基準適合認定制度　認定事業者 ＜ 収集運搬業（積替え保管を含む）＞
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五十音順 優良認定事業者名 専門性 〒 住所 代表者名 事業者HP 認定番号

43 高嶺清掃株式会社 124-0013 東京都葛飾区東立石三丁目5番1号 関川　泰子 http://www.eco-takane.com 1-19-B0100

44 株式会社貴藤 196-0002 東京都昭島市拝島町三丁目１番3号 池ノ谷　新吾 http://www.eco-takafuji.com/ 5-20-B0041

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

46 株式会社田邉商店 190-0033 東京都立川市一番町五丁目5番地の1 田邉　力 http://www.ts-gp.co.jp 1-21-B0105

47 多摩興運株式会社 206-0014 東京都多摩市乞田1426番地 小礒　トシ http://www.tamakoun.com/main/ 5-20-B0052

48 千葉企業株式会社 189-0025 東京都東村山市廻田町一丁目2番17号 千葉　久典 http://www.chibakigyo.co.jp 5-20-B0077

49 株式会社調布清掃 182-0012 東京都調布市深大寺東町五丁目8番地1 梶原　良介 http://chofu-seiso.co.jp 3-20-B0102

50 株式会社東京クリアセンター 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 熊木　浩 http://www.tokyoclear.co.jp/ 5-20-B0004

51 東京レンダリング協同組合 131-0042 東京都墨田区東墨田一丁目9番1号 德田　昌彦 http://www.tr-coop.com/ 5-20-B0084

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

53 東都運業株式会社 124-0022 東京都葛飾区奥戸三丁目23番28号 酒井　大作 http://www.toto-g.jp 5-20-B0017

54 株式会社都市環境エンジニアリング 135-0042 東京都江東区木場五丁目6番35号 新川　研 http://www.tkeng.co.jp/ 5-20-B0019

55 株式会社トベ商事 114-0002 東京都北区王子五丁目10番1号 戸部　智史 http://www.tobeshoji.co.jp 4-18-B0054

56 株式会社永野紙興 143-0002 東京都大田区城南島四丁目5番10号 迎　康行 https://naganoshikou.co.jp/ 5-20-B0036

57 中野運輸株式会社 165-0021 東京都中野区丸山一丁目2番1号 松原　美紀子 http://www.nakaun.jp 2-19-B0097

58 成増興業株式会社 179-0081 東京都練馬区北町七丁目4番8号 相原　光良 http://narimasukougyou.com/index.html 3-18-B0073

59 株式会社西商店 146-0082 東京都大田区池上六丁目28番5号 西　義雄 http://www.nishi-gr.co.jp 5-20-B0007

60 日栄産業株式会社 143-0003 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 吉本　花子 http://nichiei-sangyo.jp/ 5-19-B0022

61 株式会社日動エコプラント 192-0002 東京都八王子市高月町2181番地1 濵中　大輔 http://nichidoh.net 5-20-B0064

62 日盛運輸株式会社 133-0061 東京都江戸川区篠崎町三丁目1番11号 宇田川　幸一 http://www.nissay-unyu.co.jp 5-19-B0031

63 株式会社日成ストマック・トーキョー 134-0084 東京都江戸川区東葛西三丁目17番15号 畠山　孟賛 http://www.nissei-st.co.jp 5-20-B0028

64 株式会社日本シルバー 収積 153-0065 東京都目黒区中町一丁目25番12号 杉本　勝輔 http://www.j-silver.com 5-20-B0096S

65 日本衛生株式会社 収積 121-0836 東京都足立区入谷九丁目30番10号 澤谷　義一 http://www.nihon-eisei.co.jp 5-19-B0059S

66 株式会社日本協力 135-0052 東京都江東区潮見一丁目6番2号 川上　和章 http://www.gomipro.co.jp/ 5-20-B0071

67 日本メディカル･ウェイスト･マネジメント株式会社 収積 105-0014 東京都港区芝一丁目15番14号 金原　曉治 http://www.nippon-medical.co.jp 4-18-B0051S

68 有限会社八栄興業 203-0034 東京都東久留米市弥生一丁目4番13号 鵜家　きよ http://www.hachiei.co.jp 5-20-B0024

69 株式会社ハチオウ 収積 193-0813 東京都八王子市四谷町1927番地2 森　雅裕 http://www.8080.co.jp/ 5-20-B0043S

70 株式会社春江 132-0025 東京都江戸川区松江四丁目24番10号 板橋　正幸 http://www.harue.co.jp/ 5-20-B0001

71 光が丘運輸株式会社 179-0076 東京都練馬区土支田一丁目24番15号 横澤　正晴 http://www.hikarigaokaunyu.co.jp/ 3-18-B0072

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

73 株式会社フォレスト 121-0836 東京都足立区入谷九丁目3番17号 原　実 http://www.forest-re.co.jp 3-18-B0074

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

75 有限会社古川新興 183-0014 東京都府中市是政三丁目65番地の1 古川　幸司 http://furukawa-shinkou.co.jp/index.html 2-18-B0095

76 有限会社フロンティア 121-0054 東京都足立区辰沼二丁目17番7号 小森　康一 http://www.f-frontier.co.jp 4-18-B0053

77 株式会社まごころ清掃社 収運 193-0824 東京都八王子市長房町126番地の2 高野　正道 https://gomi-magokoro.jp/ 4-19-B0068SA

78 株式会社増渕商店 173-0022 東京都板橋区仲町16番8号 増渕　千人 http://www.mas-eco.co.jp/ 5-20-B0002

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

80 株式会社実有輝 179-0074 東京都練馬区春日町四丁目30番24号 柳澤　達也 http://www.mi-yu-ki.co.jp/ 5-20-B0103

81 株式会社明和運輸 120-0047 東京都足立区宮城一丁目6番12号 植田　毅 http://www.meiwa-transport.co.jp/ 1-21-B0104

82 ヨシヤコーポレーション株式会社 132-0035 東京都江戸川区平井六丁目70番5号 牧野　恵一 http://www.yoshiya-top.co.jp 5-20-B0009

83 株式会社リーテム 101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番10号 中島　彰良 https://www.re-tem.com/ 5-20-B0083

84 株式会社リサイクル･ネットワーク 143-0016 東京都大田区大森北一丁目1番5号 大久保　茂忠 https://www.r-nw.com 4-18-B0046

85 株式会社ワイエムエコフューチャー　 340-0002 埼玉県草加市青柳二丁目7番45号 加瀬　博章 http://www.ym-e.com 5-20-B0078
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産廃プロフェッショナル

五十音順 優良認定事業者名 専門性 〒 住所 代表者名 事業者HP 認定番号

1 有限会社小作物産 205-0016 東京都羽村市羽加美三丁目5番25号 小作　広美 http://www.ozaku.co.jp/ 5-20-E0009

2 木村建材工業株式会社 203-0032 東京都東久留米市前沢一丁目8番12号 木村　健永 http://www.kimura-kk.co.jp/ 4-18-E0028

3 株式会社クルーズ 123-0872 東京都足立区江北五丁目13番5号 西山　厚 http://cruise2001.co.jp/ 5-20-E0013

4 有限会社島村商店 193-0834 東京都八王子市東浅川町47番地 島村　幸治 http://www.shimamurashouten.com 4-18-E0029

5 株式会社伸和運輸 収運 156-0055 東京都世田谷区船橋七丁目20番14号 宮﨑　保男 http://www.shinwa-u.co.jp/ 5-20-E0016SD

6 青南建設株式会社 193-0803 東京都八王子市楢原町1271番地17 志賀　浩隆 http://www.seinan-k.co.jp/ 5-19-E0047

7 大生運輸株式会社 203-0054 東京都東久留米市中央町一丁目1番6号 大屋　稔 http://www.taiseiunyu.co.jp 4-18-E0027

8 株式会社大龍金属 143-0003 東京都大田区京浜島二丁目6番10号 大野　三智雄 http://dairyu-recycle.co.jp/index.html 5-20-E0025

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

10 株式会社田仲商店 123-0851 東京都足立区梅田四丁目29番5号 田仲　貞一郎 http://www.tanaka-shoten.co.jp 4-19-E0036

11 株式会社辻商店 123-0852 東京都足立区関原三丁目1番12号 辻　三津雄 http://www.tsujisyouten.co.jp/ 3-18-E0045

12 東栄興業株式会社 123-0841 東京都足立区西新井四丁目27番28号 小泉　公男 http://www.toei-k.jp 4-18-E0030

13 株式会社中島カッター興業 146-0095 東京都大田区多摩川一丁目23番26号 中島　敬師 https://nakajima-cutter.co.jp/ 3-18-E0043

14 那須興産株式会社 175-0082 東京都板橋区高島平二丁目2番9号 柴　健一 http://www.nasuko-san.jp/index.html 5-20-E0010

15 株式会社那須商会 100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号飯野ビル 那須　吉宗 http://www.21nasu.com/index.html 5-20-E0035

16 日高工業株式会社 102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目12番1号 高橋　健 http://www.e-nikko.co.jp 5-20-E0023

17 株式会社ペエックス 収運 206-0801 東京都稲城市大丸1481番地の3 伊藤　伸夫 http://www.pecs-2002.co.jp 4-18-E0033SD

18 株式会社マツモト 123-0851 東京都足立区梅田七丁目31番4号 松本　一郎 http://matsumoto-ltd.co.jp/ 4-19-E0051

19 丸豊工業株式会社 174-0043 東京都板橋区坂下一丁目36番8号 豊城　勇一 http://www.eco-marutoyo.com 4-18-E0034

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

21 株式会社ヨドセイ 170-0013 東京都豊島区東池袋二丁目38番20号 青栁　文夫 http://www.yodosei.co.jp 2-18-E0049
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