
収集運搬業（積替え保管を含む）　産廃エキスパート

受付
順 認定番号 事業者名 区分 専門性 許可証の所在地 許可番号 事業者ＨＰ

1 6-21-B0018SA 株式会社首都圏環境美化センター 更新 収運 東京都足立区入谷九丁目21番19号
13-10-023859
13-50-023859

https://www.shutoken-env.co.jp/

2 4-21-B0073 成増興業株式会社 更新 - 東京都練馬区北町七丁目4番8号 13-10-045878 https://narimasukougyou.com/

3 5-21-B0050 株式会社協栄清水商店 更新 - 東京都足立区佐野二丁目14番11号 13-10-011990 http://www.kyouei-shimizu.co.jp

4 5-21-B0053 有限会社フロンティア 更新 - 東京都足立区辰沼二丁目17番7号 13-10-011907 http://www.f-frontier.co.jp/

5 5-21-B0051S
日本メディカル･ウェイスト･マネジメント
株式会社

更新 収積 東京都港区芝一丁目15番14号
13-10-001817
13-60-001817

https://www.nippon-medical.co.jp

6 4-21-B0074 株式会社フォレスト 更新 - 東京都足立区入谷九丁目3番17号 13-10-008894 http://www.forest-re.co.jp

7 2-21-B0101 有限会社丸保商店 更新 - 東京都足立区竹の塚二丁目32番17号 13-10-024825 http://maruho-s.net/

8 4-21-B0075 太盛運輸株式会社 更新 - 東京都板橋区舟渡二丁目10番3号 13-10-002234 http://www.taiseiunyu.jp

9 3-21-B0095 有限会社古川新興 更新 - 東京都府中市是政三丁目65番地の1 13-10-002420 https://furukawa-shinkou.co.jp/index.html

10 5-21-B0056 株式会社五十嵐商会 更新 - 東京都練馬区三原台二丁目1番27号 13-10-023847 http://www.igarashisyoukai.co.jp

11 4-21-B0085 株式会社スイーピングサービス 更新 - 東京都あきる野市瀬戸岡360番地1 13-10-005352 http://www.sweeping.co.jp

12 4-21-B0072 光が丘運輸株式会社 更新 - 東京都練馬区土支田一丁目24番15号 13-10-072576 http://www.hikarigaokaunyu.co.jp/

13 5-21-B0055 栄和清運株式会社 更新 - 東京都杉並区堀ノ内二丁目11番32号 13-10-002229 http://www.eiwa-group.jp/

14 5-21-B0049 広陽サービス株式会社 更新 - 東京都江東区辰巳三丁目7番8号 13-10-008897 http://www.koyo-s.co.jp/

15 5-21-B0046 株式会社リサイクル･ネットワーク 更新 - 東京都大田区大森北一丁目1番5号 13-10-125046 https://www.r-nw.com

16 5-21-B0048 株式会社小早川運輸 更新 - 東京都足立区花畑八丁目7番10号 13-10-024834 http://www.kohayakawa.co.jp/

17 5-21-B0047 株式会社総合整備 更新 - 東京都杉並区上荻一丁目22番8号 13-10-000827 http://www.sogoseibi.com/

18 5-21-B0067 大洋運輸株式会社 更新 - 東京都練馬区大泉町四丁目5番17号 13-10-044506 http://www.taiyou-unyu.co.jp/

19 5-21-B0054 株式会社トベ商事 更新 - 東京都北区王子五丁目10番1号 13-10-026955 https://www.tobeshoji.co.jp/

20 5-21-B0069 株式会社太陽油化 更新 - 東京都板橋区三園二丁目12番2号 13-10-005945 https://www.taiyo-yuka.com/

21 1-21-B0104 株式会社明和運輸 新規 - 東京都足立区宮城一丁目6番12号 13-10-015453 http://www.meiwa-transport.co.jp/

22 1-21-B0105 株式会社田邉商店 新規 - 東京都立川市一番町五丁目5番地の1 13-10-034745 http://www.ts-gp.co.jp

23 2-21-B0100 高嶺清掃株式会社 更新 - 東京都葛飾区東立石三丁目5番1号 13-10-007854 https://www.eco-takane.com

令和3年度　優良性基準適合認定制度　認定事業者

https://www.shutoken-env.co.jp/
https://narimasukougyou.com/
http://www.kyouei-shimizu.co.jp/
http://www.f-frontier.co.jp/
https://www.nippon-medical.co.jp/
http://www.forest-re.co.jp/
http://maruho-s.net/
http://www.taiseiunyu.jp/
https://furukawa-shinkou.co.jp/index.html
http://www.igarashisyoukai.co.jp/
http://www.sweeping.co.jp/
http://www.hikarigaokaunyu.co.jp/
http://www.eiwa-group.jp/
http://www.koyo-s.co.jp/
https://www.r-nw.com/
http://www.kohayakawa.co.jp/
http://www.sogoseibi.com/
http://www.taiyou-unyu.co.jp/
https://www.tobeshoji.co.jp/
https://www.taiyo-yuka.com/
http://www.meiwa-transport.co.jp/
http://www.ts-gp.co.jp/
https://www.eco-takane.com/


収集運搬業（積替え保管を含む）　産廃プロフェッショナル

受付
順 認定番号 事業者名 区分 専門性 許可証の所在地 許可番号 事業者ＨＰ

1 5-21-E0028 木村建材工業株式会社 更新 - 東京都東久留米市前沢一丁目8番12号 13-10-002022 http://www.kimura-kk.co.jp/

2 3-21-E0049 株式会社ヨドセイ 更新 - 東京都豊島区東池袋二丁目38番20号 13-10-018096 http://www.yodosei.co.jp

3 5-21-E0029 有限会社島村商店 更新 - 東京都八王子市東浅川町47番地
13-00-005759
109-10-005759

http://www.shimamurashouten.com

4 5-21-E0034 丸豊工業株式会社 更新 - 東京都板橋区坂下一丁目36番8号 13-10-015465 http://www.eco-marutoyo.com

5 4-21-E0045 株式会社辻商店 更新 - 東京都足立区関原三丁目1番12号 13-10-037962 http://www.tsujisyouten.co.jp/index.html

6 5-21-E0033SD 株式会社ペエックス 更新 収運 東京都稲城市大丸1481番地の3
13-10-010869
13-50-010869

https://www.pecs-2002.co.jp/

7 4-21-E0043 株式会社中島カッター興業 更新 - 東京都大田区多摩川一丁目23番26号 13-10-144043 https://nakajima-cutter.co.jp/

8 5-21-E0027 大生運輸株式会社 更新 - 東京都東久留米市中央町一丁目1番6号 13-10-019749 http://www.taiseiunyu.co.jp

9 5-21-E0030 東栄興業株式会社 更新 - 東京都足立区西新井四丁目27番28号 13-10-046992 http://www.toei-k.jp/
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