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

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

3 株式会社旭商会 収運 252-0211 神奈川県相模原市中央区宮下本町三丁目28番14号 根本　敏子 http://www.asahi-shoukai.co.jp 5-20-A0021S

4 アサヒプリテック株式会社 収運 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 中西　広幸 http://www.asahipretec.com 5-20-A0027S

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

6 株式会社アドベル 254-0042 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 福原　賢浩 http://www.advel.co.jp/index.html 3-20-A0113

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

8 株式会社アルファサポート 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室7065番地1 福田　寛栄 http://www.alpha-support.co.jp 4-18-A0057

9 有限会社飯盛商店 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番14号 飯島　宗久 http://www.iimori.co.jp/ 4-18-A0076

10 株式会社ウチダ 356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林18番地 内田　一二三 http://www.eco-uchida.com 5-19-A0046

11 栄晃産業株式会社 181-0002 東京都三鷹市牟礼一丁目11番15号 鈴木　唯雅 http://eiko-industry.com/ 3-19-A0108

12 栄和リサイクル株式会社 169-0051 東京都新宿区西早稲田二丁目9番16号 金城　虎一 http://er-eiwa-recycle.co.jp/ 5-20-A0045

13 株式会社エコロジスタ 277-0924 千葉県柏市風早一丁目10番3 千葉　康一 http://ecologista.mr-shintokyo.co.jp/ 3-18-A0110

14 株式会社エバーグリーンライン 210-0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚一丁目1番5号 比嘉　良弘 http://www.egl.jp/ 4-18-A0072

15 株式会社LNJ中通 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 坂本　康弘 http://www.chuoexp.co.jp/HomePage/index.html 5-20-A0037

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

17 株式会社オネスト 103-0008 東京都中央区日本橋中洲11番14号103 矢作　将彦 http://www.honest-recycle.co.jp 5-19-A0018

18 株式会社カネテツ 121-0836 東京都足立区入谷九丁目5番10号 阿部　正二 http://www.kane-tetsu.co.jp/ 4-18-A0062

19 株式会社川上商店 206-0801 東京都稲城市大丸1462番地2 有田　一成 http://www.kawakami-net.com/ 5-20-A0034

20 環境通信輸送株式会社 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目61番地 清水　健一郎 http://www.ktyhon.co.jp/ 5-20-A0086

21 株式会社環境テコム 収運 173-0005 東京都板橋区仲宿27番3号 高橋　俊夫 http://www.tecom.jp 4-18-A0056S

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

23 協栄興業株式会社 344-0122 埼玉県春日部市下柳1450番地5 野寺　貴之 http://www.kyou-a.co.jp/index.html 4-18-A0066

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

25 クリーンサービス株式会社 204-0002 東京都清瀬市旭が丘ニ丁目336番地の1 佐藤　高紀 http://www.clean-ser.com 3-18-A0100

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

27 株式会社クレハ環境 収運 974-8232 福島県いわき市錦町四反田30番地 佐野　健 http://www.kurekan.co.jp/ 5-20-A0088S

28 株式会社ケイ･エム環境 342-0027 埼玉県吉川市大字三輪野江2300番地1 宮田　仁史 http://www.suzusei-km.co.jp 4-18-A0073

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

30 株式会社小島商事 343-0827 埼玉県越谷市川柳町三丁目42番地1 小島　雄太 http://moku-kojima.jp/ 3-18-A0104

31 コスモ理研株式会社 収運 111-0052 東京都台東区柳橋一丁目14番6号 山内　一真 http://www.cosmo-riken.co.jp 5-20-A0020S

32 株式会社サン･クリーンサービス 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町289番地1 山浦　良一 http://www.sas-group.jp 4-19-A0091

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

34 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 230-0044 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 露口　哲男 https://www.jt-kankyo.co.jp/ 5-20-A0038

35 シグマテック株式会社 103-0006 東京都中央区日本橋富沢町5番4号 深江　伯史 http://sigmatec.co.jp 4-18-A0095

36 有限会社スズキサービス 270-2231 千葉県松戸市稔台五丁目15番地17 鈴木　正己 http://www.suzukiservice.co.jp/ 4-18-A0077

37 S.P.E.C.株式会社 143-0002 東京都大田区城南島三丁目2番8号 深江　伯史 https://ecore.tokyo/ 1-20-A0119

38 成友興業株式会社 197-0802 東京都あきる野市草花1141番地1 細沼　順人 http://seiyukogyo.co.jp/ 5-19-A0013

39 仙台環境開発株式会社 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町2番27号 櫻井　慶 http://www.sendaikankyo.co.jp/ 5-20-A0025

40 総合商社桂商店株式会社 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町1959番地2 桂　義雄 http://katsura-syoten.co.jp/ 4-19-A0118

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

優良性基準適合認定制度　認定事業者 ＜ 収集運搬業（積替え保管を除く）＞
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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

42 株式会社第一資源 192-0045 東京都八王子市大和田町二丁目7番18号 天井　公彦 http://www7b.biglobe.ne.jp/~disco117/? 5-20-A0106

43 太誠産業株式会社 171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目14番11号中町ビル 瀬戸　康肇 http://www.ticg.co.jp 3-20-A0112

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

45 千種興産株式会社 収運 299-0108 千葉県市原市千種海岸7番地3 麻薙　重彦 http://chigusa-kkgr.co.jp 3-18-A0101S

46 ティー･ビー･ロジスティックス株式会社 340-0835 埼玉県八潮市大字浮塚100番地 相川　和政 http://www.t-b-l.co.jp/ 4-18-A0069

47 手塚産業株式会社 210-0826 神奈川県川崎市川崎区塩浜三丁目15番6号 手塚　治 http://www.teduka-sangyou.co.jp/ 5-19-A0080

48 株式会社東亜オイル興業所 276-0022 千葉県八千代市上高野1728番地5 安池　 慎一郎 http://www.toaoil.com/ 4-18-A0075

49 株式会社トキワ薬品化工 収運 241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町376番地 伊丹　重貴 http://tokiwa-y.co.jp 5-20-A0005S

50 TML株式会社 143-0003 東京都大田区京浜島二丁目19番10号 青山　貴好 http://www.trimaterial.co.jp/ 5-19-A0084

51 直富商事株式会社 381-0022 長野県長野市大字大豆島3397番地6 木下　繁夫 http://www.naotomi.co.jp/ 4-18-A0067

52 日本医療衛生サービス株式会社 収運 171-0021 東京都豊島区西池袋二丁目29番19号 宮田　喜代美 http://www.nihon-iryou.com/ 5-20-A0035S

53 日本ウエスト株式会社 612-8244 京都府京都市伏見区横大路千両松町9番地1 長田　和志 http://www.japan-waste.co.jp 4-18-A0079

54 株式会社日本シューター 収運 601-8326 京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地 石山　敏彦 http://www.nippon-shooter.co.jp/ 5-20-A0031S

55 野崎興業株式会社 335-0033 埼玉県戸田市笹目北町15番地の1 野崎　鉄也 http://www.nozakikougyou.co.jp/ 4-18-A0094

56 株式会社ハイシステム 収積 174-0043 東京都板橋区坂下三丁目4番1号 宇藤　雄一 https://www.hi-system.co.jp/ 5-19-A0107SB

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

58 富士炉材株式会社 144-0051 東京都大田区西蒲田六丁目36番11号 岡本　芳彦 http://www.jwgroup.co.jp/fujirozai/ 4-18-A0059

59 株式会社町田清掃社 194-0036 東京都町田市木曽東二丁目6番18号 阿曽　正長 http://www.matisei.co.jp 4-18-A0068

60 松田産業株式会社 163-0558 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 松田　芳明 http://www.matsuda-sangyo.co.jp/index.html 5-20-A0120

61 ミナミ金属株式会社 920-0377 石川県金沢市打木町東1426番地 岡村　昇 http://minami-kinzoku.co.jp/ 3-18-A0102

62 株式会社メッドトラスト東京 収運 176-0021 東京都練馬区貫井三丁目43番3号 千明　賢人 http://med-t.jp 5-20-A0004S

63 株式会社メディカルスリー 収運 203-0014 東京都東久留米市東本町8番6号 落　沙子 http://www.medicalthree.jp 4-18-A0071S

64 株式会社リバース 収積 174-0041 東京都板橋区舟渡四丁目16番9号 都外川　智徳 http://www.re-birth.co.jp 5-20-A0105SB

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

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 アイエスジー株式会社 273-0047 千葉県船橋市藤原三丁目16番17号 石井　誠一 https://www.isgnet.jp/ 3-19-D0116

2 株式会社アオキミツル商事 253-0064 神奈川県茅ヶ崎市柳島1575番地32 青木　三留 http://www.aokimitsuru.jp 4-18-D0072

3 アトラス商事株式会社 収運 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 上田　淳 http://www.atlas-eco.com 1-19-D0127S

4 株式会社エコライフ 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町335番地１ 馬渡　有弘 http://www.ecolife-kk.co.jp/ 3-19-D0113

5 エコロジャパン株式会社 収運 121-0831 東京都足立区舎人二丁目7番15号 定山　弘 https://ecolojapan-heisei.com/ 2-18-D0120S

6 ＮＫリサイクル株式会社 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 小橋　克史 http://nkr.co.jp 2-19-D0122

7 小田商事株式会社 164-0012 東京都中野区本町六丁目9番8号 林　直樹 http://www.oda-syoji.co.jp/ 5-20-D0048

8 神奈川美研工業株式会社 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町7858番地 石川　ゆう http://www.kanagawabiken.co.jp 2-19-D0123

9 株式会社グローバー 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 平田　勝治 https://www.globar.co.jp/ 4-19-D0091

10 クリーンテックシオガイ東京株式会社 120-0047 東京都足立区宮城一丁目6番15号 塩貝　久 http://www.shiogai.com/ 4-18-D0078

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

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

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

14 株式会社コーシンメディカルサポート 収運 358-0033 埼玉県入間市狭山台四丁目6番地6 向野　眞道 http://www.koshin-medical.co.jp/ 4-18-D0065S

15 相模原紙業株式会社 252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本一丁目18番15号 鈴木　雅男 http://s-sagamihara.com/ 3-18-D0110

16 有限会社サン･ウッド環境 収運 289-1204 千葉県山武市戸田53番地25 一瀬　讓二 http://www.sunwoods.co.jp 4-18-D0058S
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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

17 株式会社三裕 343-0827 埼玉県越谷市川柳町四丁目325番地4 村瀬　二重 http://www.sunyou-group.co.jp 4-20-D0096

18 有限会社四季コーポレーション 収運 266-0002 千葉県千葉市緑区平山町458番地 立原　誠 https://ab-shiki.jimdo.com/ 5-19-D0057S

19 有限会社杉山建設興業 198-0023 東京都青梅市今井二丁目1048番地7 杉山　肇 https://www.sugiken-pro.com/ 5-20-D0040

20 株式会社タイセイリサイクル 359-0011 埼玉県所沢市大字南永井578番地の1 千田　英浩 http://www.taisei-recycle.com/ 4-18-D0063

21 株式会社大東運輸 136-0082 東京都江東区新木場二丁目14番1号 小林　剛顕 http://www.daitoh-unyu.co.jp/ 5-19-D0084

22 大平興産株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 山上　昌孝 http://www.taiheikousan.co.jp/ 5-20-D0111

23 高砂企画株式会社 収運 141-0032 東京都品川区大崎一丁目20番15号 渡辺　俊一 https://www.takasagokikaku.com/ 5-20-D0012S

24 株式会社ダステックス 収運 124-0025 東京都葛飾区西新小岩一丁目2番6号 江村　健一 http://www.dustex.co.jp 4-18-D0054S

25 株式会社樽味商会 124-0001 東京都葛飾区小菅二丁目8番17号 樽味　茂 http://tarumishokai.sakura.ne.jp 3-18-D0108

26 千葉テクノサービス株式会社 265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町1062番地1 鈴木　康介 http://www.chiba-techno.com/ 4-18-D0053

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

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

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

30 銅鉄商事株式会社 332-0001 埼玉県川口市朝日四丁目21番38号 桑原　昭治 http://www.do-tetsu.co.jp 3-19-D0114

31 株式会社東武クリエイティブ 121-0824 東京都足立区西伊興一丁目2番8号 垣入　淳樹 http://tobu-creative.co.jp 1-21-D0130

32 東武清掃株式会社 121-0824 東京都足立区西伊興一丁目6番28号 津島　英世 http://www.tobu-seisou.co.jp 5-20-D0046

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

34 株式会社トレンディングサービス 193-0833 東京都八王子市めじろ台三丁目38番地の4 金内　伸夫 http://trending-k.com/index 1-21-D0131

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

36 株式会社ナリコー 収運 286-0117 千葉県成田市三里塚光ケ丘1番地1331 加瀨　敏雄 http://www.narikoh.co.jp 4-18-D0061S

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

38 株式会社ナンセイ 134-0083 東京都江戸川区中葛西五丁目20番7号 稻福　誠 https://www.nansei.jp/ 4-18-D0066

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

40 日晴ビジネス株式会社 収運 113-0033 東京都文京区本郷五丁目24番3号 永井　剛 http://www.wism-mutoh.co.jp/nissei/index.html 4-20-D0094S

41 日本サニテイション株式会社 136-0082 東京都江東区新木場四丁目1番30号 植田　和実 http://www.nsani.co.jp/ 5-20-D0083

42 株式会社早船 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町二丁目206番地 早船　昌克 http://www.hayafune1967.jp/ 4-18-D0075

43 マスヒロ環境株式会社 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡二丁目5番地2 増田　博之 http://www.masuhiro.co.jp/ 4-18-D0059

44 丸嘉運輸倉庫株式会社 564-0044 大阪府吹田市南金田一丁目13番34号 前川　哲弥 https://maruka-logi.co.jp/ 5-19-D0020

45 株式会社丸三興業 120-0011 東京都足立区中央本町二丁目9番8号 本野　裕二郎 http://www.maru3-kogyo.com 4-18-D0077

46 丸順商事有限会社 205-0013 東京都羽村市富士見平二丁目1番地の14 矢部　要 http://www.marujun-shoji.co.jp/ 4-18-D0059

47 有限会社丸松産業 収運 175-0084 東京都板橋区四葉一丁目1番8号 松崎　一志 http://www.marusyo-material.co.jp/ 1-20-D0129S

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

49 横浜トランスポート株式会社 143-0023 東京都大田区山王二丁目3番13号 荒川　徹也 http://www.cje.co.jp/transport_01/ 4-18-D0060

50 株式会社ライフ 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田五丁目6番41号 田手　充 http://www.life5383.com/ 4-19-D0087

51 リケア株式会社 収運 370-0615 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚1319番地 深井　隆 http://www.recare.jp/ 3-18-D0105S

52 株式会社リスト 収運 186-0015 東京都国立市矢川三丁目23番地の11 遠藤　重雄 http://www.rest.co.jp 5-20-D0093S
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