
■産廃エキスパート 収集運搬業（積替え保管を除く）

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 株式会社エコ・クリーン 東京都足立区西新井4-31-5 http://www.kk-ecoclean.net 13-00-179632

2 S.P.E.C.株式会社 東京都大田区城南島三丁目2番8号 https://ecore.tokyo/ 13-00-195219

3 株式会社ウチダ 埼玉県ふじみ野市駒林18番地 http://www.eco-uchida.com/ 13-00-030676

4 手塚産業株式会社 神奈川県川崎市川崎区塩浜三丁目15番6号 http://www.teduka-sangyou.co.jp/ 13-00-005634

5 栗原興業株式会社 埼玉県朝霞市泉水三丁目2番3号 http://www.kuriharakogyo.com/ 13-00-010227

6 アトムプラント株式会社 神奈川県相模原市中央区田名8489番地1 http://atomplant.com/ 13-00-000400

7 ＴＭＬ株式会社 東京都大田区京浜島二丁目19番10号 https://www.tml-ce.com/ 13-00-128962

8 株式会社サン・クリーンサービス 千葉県千葉市稲毛区山王町289番地1 https://www.sas-group.jp/ 13-00-020451

9 有限会社丸松産業 東京都板橋区常盤台二丁目18番13号 http://www.marusyo-material.co.jp/
13-00-027581

13-50-027581

10 総合商社桂商店株式会社 千葉県千葉市若葉区大宮町1959番地2 http://katsura-syoten.co.jp/ 13-00-000599

11 株式会社オネスト 東京都中央区日本橋中洲11番14号103 https://honest-recycle.co.jp/ 13-00-070680

12 成友興業株式会社 東京都あきる野市草花1141番地1 http://seiyukogyo.co.jp/ 13-00-009089

13 株式会社ハイシステム 東京都板橋区坂下三丁目4番1号 https://www.hi-system.co.jp/
13-00-009530

13-60-009530

14 クリーンサービス株式会社 東京都清瀬市旭が丘二丁目336番地の1 http://www.clean-ser.com 13-00-007778

■産廃プロフェッショナル 収集運搬業（積替え保管を除く）

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 株式会社大東運輸 東京都江東区新木場二丁目14番1号 http://www.daitoh-unyu.co.jp/ 13-00-015096

2 株式会社ライフ 宮城県仙台市太白区西中田五丁目6番41号 https://life5383.com/ 13-00-138959

3 株式会社グローバー 東京都千代田区神田東松下町13番地神田プラザビル2F https://www.globar.co.jp/ 13-00-116904

4 東栄化学株式会社 東京都練馬区早宮三丁目56番9号 https://www.toei-kagaku.jp
13-00-002020

13-50-002020

5 京浜運送株式会社 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 https://www.keihin-unso.jp/ 13-00-037043

6 銅鉄商事株式会社 埼玉県川口市朝日四丁目21番38号 http://www.do-tetsu.co.jp 13-00-038661

7 有限会社四季コーポレーション 千葉県千葉市緑区平山町458番地 https://www.shiki1995.co.jp
13-00-030296

13-50-030296

8 株式会社ヤマタネロジスティクス 東京都江東区越中島一丁目2番21号 http://www.yamatane.co.jp/ylogi/ 13-00-047847

9 アイエスジー株式会社 千葉県船橋市藤原三丁目16番17号 https://www.isgnet.jp/ 13-00-057319

10 神奈川美研工業株式会社 神奈川県横浜市泉区和泉町7858番地 http://www.kanagawabiken.co.jp/ 13-00-000795

11 マスヒロ環境株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡二丁目5番地2 http://www.masuhiro.co.jp/index.html 13-00-078509

12 東京清掃株式会社 東京都世田谷区玉堤一丁目27番21号 https://www.tokyoseiso.com 13-00-018468

13 ＮＫリサイクル株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口429番地1 https://nkr.co.jp/ 13-00-140609

14 株式会社リダクションテクノ 東京都江戸川区篠崎町五丁目13番18号 https://reduction-t.com/ 13-00-160464

15 日進エコシステム株式会社 東京都北区堀船二丁目10番12号徳増ビル102号 http://www.nisshin-ace.co.jp
13-00-170584

13-50-170584

令和４年度　認定業者一覧
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■産廃エキスパート 収集運搬業（積替え保管を含む）

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 加藤商事株式会社 東京都東村山市恩多町一丁目12番地3 http://katosyoji.tokyo/ 13-10-031111

2 株式会社完山金属 東京都八王子市館町468番地の2 https://sadayama.com/
13-00-035754

109-10-035754

3 白井エコセンター株式会社 東京都足立区入谷五丁目16番28号 https://www.shirai-g.co.jp/ 13-10-002244

4 株式会社タケエイ 東京都港区芝公園二丁目4番1号A-10階 https://www.takeei.co.jp/ 13-10-003455

5 株式会社なかの 東京都足立区皿沼二丁目13番6号 http://www.eco-nakano.co.jp
13-10-009535

13-50-009535

6 三東運輸株式会社 東京都江戸川区篠崎町三丁目12番6号 https://www.santouunyu.com/index.html 13-10-001221

7 中野運輸株式会社 東京都中野区丸山一丁目2番1号 https://www.nakaun.jp 13-10-046986

8 株式会社京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目2番6号 https://www.keiyokogyo.co.jp 13-10-005618

9 比留間運送株式会社 東京都武蔵村山市中央二丁目18番地の3 http://www.eco-hiruma.co.jp/ 13-10-016103

10 栄晃産業株式会社 東京都三鷹市牟礼一丁目11番15号 https://eiko-industry.com/ 13-10-005968

11 日栄産業株式会社 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 https://www.nichiei-sangyo.jp/ 13-10-022699

12 品川運輸株式会社 東京都品川区東大井二丁目1番8号 https://www.shinagawa-unyu.co.jp/ 13-10-035283

13 株式会社まごころ清掃社 東京都八王子市長房町126番地の2 https://gomi-magokoro.jp/

13-10-004601

13-50-004601

109-10-004601

14 東港金属株式会社 東京都大田区京浜島二丁目20番4号 https://www.tokometal.co.jp 13-10-018874

15 株式会社加藤商事 東京都狛江市東野川二丁目14番2号 http://www.katosyoji.com/ 13-10-004303

16 小岩興業株式会社 東京都葛飾区奥戸八丁目13番4号 http://www.koiwakoigogo.co.jp/ 13-10-027666

17 日本衛生株式会社 東京都足立区入谷九丁目30番10号 https://www.nihon-eisei.co.jp
13-10-002241

13-60-002241

18 藤ビルメンテナンス株式会社 石川県金沢市増泉一丁目19番13号 http://www.fujibuil.co.jp/homepage/index.html 13-10-003485

19 日盛運輸株式会社 東京都江戸川区篠崎町三丁目1番11号 http://www.nissay-unyu.co.jp 13-10-001539

20 株式会社伸榮産業 東京都大田区東糀谷五丁目8番14号 https://shinei-industry.co.jp 13-10-017061

21 株式会社アイ・エス産業 東京都足立区皿沼三丁目27番10号 http://www.is-sangyo.co.jp 13-10-112410

22 斎藤商事株式会社 東京都西東京市東伏見四丁目9番10号 https://www.ss53.jp/ 13-10-017652

■産廃プロフェッショナル 収集運搬業（積替え保管を含む）

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 竹下産業株式会社 東京都足立区関原一丁目14番2号 https://www.r-station.co.jp/ 13-10-016684

2 株式会社マツモト 東京都足立区梅田七丁目31番4号 http://www.matsumoto-ltd.co.jp/ 13-10-019300

3 株式会社ヨシモリ 東京都足立区関原一丁目12番2号 http://www.yosimori.co.jp/ 13-10-019371

4 青南建設株式会社 東京都八王子市楢原町1271番地17 https://www.seinan-k.co.jp/
13-10-001227

109-10-001227

5 株式会社田仲商店 東京都足立区梅田四丁目29番5号 http://www.tanaka-shoten.co.jp 13-10-021304

6 株式会社亀田 東京都墨田区東墨田二丁目24番19号 http://www.kameda-jp.com 13-10-045194

令和４年度　認定業者一覧
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■産廃エキスパート 中間処理業

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

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

2 株式会社完山金属 東京都八王子市館町468番地の2 https://sadayama.com/ 109-20-035754

3 白井エコセンター株式会社 東京都足立区入谷五丁目16番28号 https://www.shirai-g.co.jp/ 13-20-002244

4 株式会社タケエイ 東京都港区芝公園二丁目4番1号A-10階 https://www.takeei.co.jp/ 13-20-003455

5 株式会社なかの 東京都足立区皿沼二丁目13番6号 http://www.eco-nakano.co.jp 13-20-009535

6 株式会社ブループラネット稲城 東京都稲城市大丸1442番地 http://www.blue-planet.co.jp 13-20-153764

7 三東運輸株式会社 東京都江戸川区篠崎町三丁目12番6号 https://www.santouunyu.com/index.html 13-20-001221

8 中野運輸株式会社 東京都中野区丸山一丁目2番1号 https://www.nakaun.jp 13-20-046986

9 株式会社京葉興業 東京都江戸川区篠崎町一丁目2番6号 https://www.keiyokogyo.co.jp 13-20-005618

10 比留間運送株式会社 東京都武蔵村山市中央二丁目18番地の3 http://www.eco-hiruma.co.jp/ 13-20-016103

11 株式会社オネスト 東京都中央区日本橋中洲11番14号103 https://honest-recycle.co.jp/ 13-20-070680

12 栄晃産業株式会社 東京都三鷹市牟礼一丁目11番15号 https://eiko-industry.com/ 13-20-005968

13 日栄産業株式会社 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 https://www.nichiei-sangyo.jp/ 13-20-022699

14 品川運輸株式会社 東京都品川区東大井二丁目1番8号 https://www.shinagawa-unyu.co.jp/ 13-20-035283

15 株式会社まごころ清掃社 東京都八王子市長房町126番地の2 https://gomi-magokoro.jp/
13-20-004601

109-20-004601

16 東港金属株式会社 東京都大田区京浜島二丁目20番4号 https://www.tokometal.co.jp 13-20-018874

17 株式会社加藤商事 東京都狛江市東野川二丁目14番2号 http://www.katosyoji.com/ 13-20-004303

18 小岩興業株式会社 東京都葛飾区奥戸八丁目13番4号 http://www.koiwakoigogo.co.jp/ 13-20-027666

19 日本衛生株式会社 東京都足立区入谷九丁目30番10号 https://www.nihon-eisei.co.jp
13-20-002241

13-70-002241

20 藤ビルメンテナンス株式会社 石川県金沢市増泉一丁目19番13号 http://www.fujibuil.co.jp/homepage/index.html 13-20-003485

21 日盛運輸株式会社 東京都江戸川区篠崎町三丁目1番11号 http://www.nissay-unyu.co.jp 13-20-001539

22 成友興業株式会社 東京都あきる野市草花1141番地1 http://seiyukogyo.co.jp/ 13-20-009089

23 株式会社伸榮産業 東京都大田区東糀谷五丁目8番14号 https://shinei-industry.co.jp 13-20-017061

24 株式会社ハイシステム 東京都板橋区坂下三丁目4番1号 https://www.hi-system.co.jp/ 13-20-009530

25 株式会社アイ・エス産業 東京都足立区皿沼三丁目27番10号 http://www.is-sangyo.co.jp 13-20-112410

26 斎藤商事株式会社 東京都西東京市東伏見四丁目9番10号 https://www.ss53.jp/ 13-20-017652

27 ＮＫリサイクル株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口429番地1 https://nkr.co.jp/ 13-20-140609

■産廃プロフェッショナル 中間処理業

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 竹下産業株式会社 東京都足立区関原一丁目14番2号 https://www.r-station.co.jp/ 13-20-016684

2 株式会社ヨシモリ 東京都足立区関原一丁目12番2号 http://www.yosimori.co.jp/ 13-20-019371

3 青南建設株式会社 東京都八王子市楢原町1271番地17 https://www.seinan-k.co.jp/
13-20-001227

109-20-001227

4 株式会社田仲商店 東京都足立区梅田四丁目29番5号 http://www.tanaka-shoten.co.jp 13-20-021304

5 マスヒロ環境株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町長岡二丁目5番地2 http://www.masuhiro.co.jp/index.html 13-20-078509

6 株式会社亀田 東京都墨田区東墨田二丁目24番19号 http://www.kameda-jp.com 13-20-045194

令和４年度　認定業者一覧



■産廃エキスパート 専門性

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 有限会社丸松産業 東京都板橋区常盤台二丁目18番13号 http://www.marusyo-material.co.jp/ 13-50-027581

2 株式会社なかの 東京都足立区皿沼二丁目13番6号 http://www.eco-nakano.co.jp 13-50-009535

3 株式会社まごころ清掃社 東京都八王子市長房町126番地の2 https://gomi-magokoro.jp/ 13-50-004601

4 13-60-002241

5 13-70-002241

6 株式会社ハイシステム 東京都板橋区坂下三丁目4番1号 https://www.hi-system.co.jp/ 13-60-009530

■産廃プロフェッショナル 専門性

事業者名 許可証の所在地 事業者HP 許可番号

1 東栄化学株式会社 東京都練馬区早宮三丁目56番9号 https://www.toei-kagaku.jp 13-50-002020

2 有限会社四季コーポレーション 千葉県千葉市緑区平山町458番地 https://www.shiki1995.co.jp 13-50-030296

3 日進エコシステム株式会社 東京都北区堀船二丁目10番12号徳増ビル102号 http://www.nisshin-ace.co.jp 13-50-170584

令和４年度　認定業者一覧

日本衛生株式会社 東京都足立区入谷九丁目30番10号 https://www.nihon-eisei.co.jp


