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■産廃エキスパート 収集運搬業（積替え保管を除く）
会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

1 シグマテック株式会社 東京都中央区日本橋富沢町5番4号 http://sigmatec.co.jp 13-00-001002

2 有限会社スズキサービス 千葉県松戸市稔台五丁目15番地17 http://www.suzukiservice.co.jp/ 13-00-024295

3 有限会社飯盛商店 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番14号 http://www.iimori.co.jp/ 13-00-000198

4 千種興産株式会社 千葉県市原市千種海岸7番地3 http://chigusa-kkgr.co.jp 13-00-005690

5 株式会社アルファサポート 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室7065番地1 http://www.alpha-support.co.jp 13-00-040395

6 直富商事株式会社 長野県長野市大字大豆島3397番地6 http://www.naotomi.co.jp/ 13-00-022704

7 野崎興業株式会社 埼玉県戸田市笹目北町15番地の1 http://www.nozakikougyou.co.jp/ 13-00-003970

8 株式会社メディカルスリー 東京都東久留米市東本町8番6号 http://www.medicalthree.jp 13-00-066008

9 ミナミ金属株式会社 石川県金沢市打木町東1426番地 http://minami-kinzoku.co.jp/ 13-00-035690

10 株式会社エコロジスタ 千葉県柏市風早一丁目10番3 http://ecologista.mr-shintokyo.co.jp/ 13-00-150435

11 株式会社東亜オイル興業所 千葉県八千代市上高野1728番地5 http://www.toaoil.com/ 13-00-005637

12 協栄興業株式会社 埼玉県春日部市下柳1450番地5 http://www.kyou-a.co.jp/index.html 13-00-023700

13 株式会社ケイ・エム環境 埼玉県三郷市前間140番地2 http://www.suzusei-km.co.jp 13-00-018949

14 日本ウエスト株式会社 京都府京都市伏見区横大路千両松町9番地1 http://www.japan-waste.co.jp 13-00-054519

15 株式会社環境テコム 東京都板橋区仲宿27番3号 http://www.tecom.jp 13-00-075929

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

17 富士炉材株式会社 東京都大田区西蒲田六丁目36番11号 http://www.jwgroup.co.jp/fujirozai/ 13-00-000482

18 株式会社カネテツ 東京都足立区入谷九丁目5番10号 https://www.kane-tetsu.co.jp 13-00-053823

19 株式会社町田清掃社 東京都町田市木曽東二丁目6番18号 http://www.matisei.co.jp 13-00-037650

20 株式会社エバーグリーンライン 神奈川県川崎市川崎区貝塚一丁目1番5号 http://www.egl.jp/ 13-00-000405

21 株式会社小島商事 埼玉県越谷市川柳町三丁目42番地1 http://moku-kojima.jp/ 13-00-040701

22 ティー･ビー･ロジスティックス株式会社 埼玉県八潮市大字浮塚100番地 http://www.t-b-l.co.jp/ 13-00-053819

■産廃プロフェッショナル 収集運搬業（積替え保管を除く）

会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

1 相模原紙業株式会社 神奈川県相模原市中央区南橋本一丁目18番15号 http://s-sagamihara.com/ 13-00-002916

2 有限会社サン・ウッド環境 千葉県山武市戸田53番地25 http://www.sunwoods.co.jp 13-00-047511

3 株式会社コーシンメディカルサポート 埼玉県入間市狭山台四丁目6番地6 http://www.koshin-medical.co.jp/ 13-00-001778

4 株式会社早船 神奈川県川崎市中原区小杉町二丁目206番地 http://www.hayafune1967.jp/ 13-00-004038

5 株式会社タイセイリサイクル 埼玉県所沢市大字南永井578番地の1 http://www.taisei-recycle.com/ 13-00-007144

6 株式会社丸三興業 東京都足立区中央本町二丁目9番8号 http://www.maru3-kogyo.com 13-00-003163

7 千葉テクノサービス株式会社 千葉県千葉市若葉区高根町1062番地1 http://www.chiba-techno.com/ 13-00-072804

8 リケア株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚1319番地 http://www.recare.jp/ 13-00-121720

9 株式会社ナリコー 千葉県成田市三里塚光ケ丘1番地1331 http://www.narikoh.co.jp 13-00-004245

10 丸順商事有限会社 東京都羽村市富士見平二丁目1番地の14 http://www.marujun-shoji.co.jp/ 13-10-032171

11 株式会社ナンセイ 東京都江戸川区中葛西五丁目20番7号 https://www.nansei.jp/ 13-00-002520

12 株式会社アオキミツル商事 神奈川県茅ヶ崎市柳島1575番地32 http://www.aokimitsuru.jp 13-00-012668

13 エコロジャパン株式会社 東京都足立区舎人二丁目7番15号 https://ecolojapan-heisei.com/ 13-00-148558

14 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://ab-shiki.jimdo.com/ 13-00-030296

15 クリーンテックシオガイ東京株式会社 東京都足立区宮城一丁目6番15号 http://www.shiogai.com/ 13-00-070024

16 株式会社東武クリエイティブ 東京都足立区西伊興二丁目2番27号 http://tobu-creative.co.jp 13-00-063354

17 横浜トランスポート株式会社 東京都大田区山王二丁目3番13号 http://www.cje.co.jp/transport_01/ 13-00-003958

18 株式会社ダステックス 東京都江東区新木場二丁目7番1号 http://www.dustex.co.jp 13-00-029304

19 株式会社樽味商会 東京都葛飾区小菅二丁目8番17号 http://www006.upp.so-net.ne.jp/tarumi/ 13-00-021498

20 株式会社丸辰道路工業 東京都品川区西中延1丁目9番4号 https://www.marutatsuroad.co.jp/ 13-00-078092

21 株式会社京葉クリーンセンター 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
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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）

会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

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

2 株式会社トベ商事 東京都北区王子五丁目10番1号 http://www.tobeshoji.co.jp 13-10-026955

3 日本メディカル・ウェイスト・マネジメント
株式会社 東京都港区芝五丁目29番19号 http://www.nippon-medical.co.jp 13-10-001817

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

5 成増興業株式会社 東京都練馬区北町七丁目4番8号 http://narimasukougyou.com/index.html 13-10-045878

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

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

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

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

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

11 株式会社新東京開発 千葉県松戸市常盤平陣屋前3番地の21 http://kaihatsu.mr-shintokyo.co.jp/ 13-10-005758

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

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

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

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

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

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

18 太盛運輸株式会社 東京都板橋区舟渡二丁目10番3号 http://www.taiseiunyu.jp/index.html 13-10-002234

■産廃プロフェッショナル 収集運搬業(積替え保管を含む）

会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

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

2 有限会社島村商店 東京都八王子市東浅川町47番地 http://www.shimamurashouten.com
13-00-005759
109-10-005759

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

4 株式会社ペエックス 東京都稲城市大丸1481番地の3 http://www.pecs-2002.co.jp 13-10-010869

5 株式会社中島カッター興業 東京都大田区多摩川一丁目23番26号 http://nck9001@a01.itscom.net 13-10-144043

6 株式会社辻商店 東京都足立区関原三丁目1番12号 https://tsujisyouten.co.jp 13-10-037962

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

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

9 株式会社ヨドセイ 東京都豊島区東池袋二丁目38番20号 http://www.yodosei.co.jp 13-10-018096
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■産廃エキスパート

会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

1 株式会社トベ商事 東京都北区王子五丁目10番1号 http://www.tobeshoji.co.jp 13-20-026955

2 株式会社カネテツ 東京都足立区入谷九丁目5番10号 https://www.kane-tetsu.co.jp 13-20-053823

3 株式会社協栄清水商店 東京都足立区佐野二丁目14番11号 http://www.kyouei-shimizu.co.jp 13-20-011990

4 東京ボード工業株式会社 東京都江東区新木場二丁目11番1号 http://www.t-b-i.co.jp 13-20-012468

5 広陽サービス株式会社 東京都江東区辰巳三丁目7番8号 http://www.koyo-s.co.jp/ 13-20-008897

6 株式会社フォレスト 東京都足立区入谷九丁目3番17号 http://www.forest-re.co.jp 13-20-008894

7 株式会社スイーピングサービス 東京都あきる野市瀬戸岡360番地1 http://www.sweeping.co.jp 13-20-005352

8 有限会社フロンティア 東京都足立区辰沼二丁目17番7号 http://www.f-frontier.co.jp 13-20-011907

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

10 株式会社総合整備 東京都杉並区上荻一丁目22番8号 http://www.sogoseibi.com 13-20-000827

11 千葉企業株式会社 東京都東村山市廻田町一丁目2番17号 http://www.chibakigyo.co.jp 13-20-015170

■産廃プロフェッショナル

会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

1 有限会社島村商店 東京都八王子市東浅川町47番地 http://www.shimamurashouten.com 109-20-005759

2 株式会社ペエックス 東京都稲城市大丸1481番地の3 http://www.pecs-2002.co.jp 13-20-010869

3 クリーンテックシオガイ東京株式会社 東京都足立区宮城一丁目6番15号 http://www.shiogai.com/ 13-20-070024

4 株式会社東武クリエイティブ 東京都足立区西伊興二丁目2番27号 http://tobu-creative.co.jp 13-20-063354

5 株式会社ダステックス 東京都江東区新木場二丁目7番1号 http://www.dustex.co.jp 13-20-029304

6 株式会社樽味商会 東京都葛飾区小菅二丁目8番17号 http://www006.upp.so-net.ne.jp/tarumi/ 13-20-021498

7 株式会社東方産業 東京都板橋区三園二丁目6番26号 http://www.touhou-sangyo.com 13-20-036512

中間処理

中間処理
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■産廃エキスパート 専門性

会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

1 千種興産株式会社 千葉県市原市千種海岸7番地3 http://chigusa-kkgr.co.jp 13-51-005690

2 株式会社メディカルスリー 東京都東久留米市東本町8番6号 http://www.medicalthree.jp 13-56-066008

3 日本メディカル・ウェイスト・マネジメント
株式会社 東京都港区芝五丁目29番19号 http://www.nippon-medical.co.jp 13-60-001817

4 株式会社環境テコム 東京都板橋区仲宿27番3号 http://www.tecom.jp 13-50-075929

■産廃プロフェッショナル 専門性

会社名 住所 ＨＰ ＵＲＬ 許可番号

1 有限会社サン・ウッド環境 千葉県山武市戸田53番地25 http://www.sunwoods.co.jp 13-50-047511

2 株式会社コーシンメディカルサポート 埼玉県入間市狭山台四丁目6番地6 http://www.koshin-medical.co.jp/ 13-50-001778

3 リケア株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字篠塚1319番地 http://www.recare.jp/ 13-56-121720

4 株式会社ナリコー 千葉県成田市三里塚光ケ丘1番地1331 http://www.narikoh.co.jp 13-56-004245

5 エコロジャパン株式会社 東京都足立区舎人二丁目7番15号 https://ecolojapan-heisei.com/ 13-51-148558

6 株式会社ペエックス 東京都稲城市大丸1481番地の3 http://www.pecs-2002.co.jp 13-56-010869

7 株式会社ダステックス 東京都江東区新木場二丁目7番1号 http://www.dustex.co.jp 13-51-029304
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