
  

「備考」欄に「※」印があるものは、現在の許可の有効期間において廃棄物処理法に基づく事業停止命令等の不利益処分を受けたか、または所定の情報の公表を行っていないため令和２年６月１日現在　千葉県

次回の許可更新時には優良認定を受けることができなくなるものです。

産業廃棄物収集運搬業

1 株式会社京葉興業
代表取締役
鈴木宏和

東京都江戸川区篠崎町一
丁目２番６号

第01200005618号 平成28年12月14日 平成28年12月14日 令和5年12月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04307

2
株式会社市川環境エンジニア
リング

代表取締役
岩楯保

千葉県市川市田尻２－１１
－２５

第01210002661号 平成27年4月10日 平成27年4月10日 令和4年4月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01984

3 株式会社東亜オイル興業所
代表取締役
安池慎一郎

千葉県八千代市上高野１７
２８番地５

第01200005637号 平成29年8月28日 平成29年8月28日 令和6年7月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04323

4 加藤商事株式会社
代表取締役
加藤宣行

東京都東村山市恩多町１丁
目１２番地３

第01200031111号 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=25128

5 千種興産株式会社
代表取締役
麻薙重彦

千葉県市原市千種海岸７番
地３

第01200005690号 平成26年8月25日 平成26年8月25日 令和3年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04368

6 三立処理工業株式会社
代表取締役
鈴木憲文

神奈川県川崎市川崎区浅
田四丁目１６番７号

第01200000605号 平成26年3月25日 平成26年3月25日 令和3年3月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00428

7 株式会社中商
代表取締役
中嶋達夫

神奈川県川崎市幸区南加
瀬一丁目８番６号

第01200002437号 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和5年5月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01825

8 白井エコセンター株式会社
代表取締役
白井徹

東京都足立区入谷五丁目１
６番２８号

第01200002244号 平成30年9月1日 平成30年8月20日 令和7年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01678

9 株式会社エコ計画
代表取締役
井上綱隆

埼玉県さいたま市桜区田島
八丁目４番１６号

第01200004328号 平成30年10月3日 平成30年10月3日 令和7年9月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60279

10 開発化学工業株式会社
代表取締役
松菱則嗣

千葉県松戸市紙敷３－１２
－１

第01210006653号 平成28年9月23日 平成28年9月23日 令和5年6月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

11 日本サニテイション株式会社
代表取締役
植田和実

東京都江東区新木場４－１
－３０

第01200001258号 平成28年10月4日 平成28年10月4日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60075

12 日興サービス株式会社
代表取締役
山口徹

埼玉県戸田市笹目北町１４
番地１９

第01200003487号 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和7年7月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02608

13 株式会社加藤商店
代表取締役
加藤芳秀

千葉県山武市松尾町谷津２
番地

第01200005688号 平成28年7月21日 平成28年7月21日 令和5年7月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804992

14
東芝環境ソリューション株式
会社

代表取締役
吉田久律

神奈川県横浜市鶴見区寛
政町２０番１号

第01200000343号 平成30年10月3日 平成30年10月3日 令和7年7月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65023

15 株式会社トキワ薬品化工
代表取締役
伊丹重貴

神奈川県横浜市旭区上川
井町３７６番地

第01200003950号 平成28年10月19日 平成28年10月19日 令和5年8月15日 http://tokiwa-y.co.jp/

整理
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事業者名
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16 株式会社泉土木
代表取締役
泉昌弘

東京都江戸川区中葛西一
丁目３６番５号

第01200009862号 平成28年9月5日 平成28年9月5日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

17 アサヒプリテック株式会社
代表取締役
中西広幸

兵庫県神戸市東灘区魚崎
浜町２１番地

第01200000503号 平成26年1月23日 平成26年1月23日 令和3年1月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60025

18
三友プラントサービス株式会
社

代表取締役
小松和史

神奈川県相模原市緑区橋
本台一丁目８番２１号

第01200000728号 平成28年11月28日 平成28年11月28日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60037

19 赤城鉱油株式会社
代表取締役
齋藤薫

群馬県みどり市大間々町大
間々１６６８番地

第01200002480号 平成26年6月5日 平成26年6月5日 令和3年6月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60149

20 東明興業株式会社
代表取締役
伊勢文雄

東京都練馬区谷原一丁目１
２番１０号

第01200017928号 平成30年9月21日 平成30年9月4日 令和7年9月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14140

21 カポック株式会社
代表取締役
細見暁

神奈川県川崎市川崎区浅
野町１－３

第01200002665号 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和5年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=879508

22 株式会社五十嵐商会
代表取締役
五十嵐和代

東京都練馬区三原台二丁
目１番２７号

第01200023847号 平成26年11月19日 平成26年11月19日 令和3年9月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=19089

23 株式会社昌和プラント
代表取締役
廣木直江

神奈川県横浜市中区万代
町二丁目３番地１

第01200004307号 平成29年1月10日 平成29年1月10日 令和5年11月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03269

24 船橋興産株式会社
代表取締役
高橋政行

千葉県船橋市高瀬町３１番
地２

第01200008399号 平成28年12月15日 平成28年12月15日 令和5年11月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=595946

25 ミヤマ株式会社
代表取締役
南克明

長野県長野市稲里一丁目５
番地3

第01200000553号 平成28年10月19日 平成28年10月19日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00389

26 株式会社旭商会
代表取締役
市川公豪

神奈川県相模原市中央区
宮下本町三丁目２８番１４号

第01200002378号 平成31年2月20日 平成31年2月20日 令和7年12月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01776

27
株式会社日成ストマック・トー
キョー

代表取締役
畠山孟賛

東京都江戸川区東葛西三
丁目１７番１５号

第01200026957号 平成31年3月25日 平成31年3月25日 令和8年2月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=21806

28 八洲運輸株式会社
代表取締役
牧田剛明

東京都千代田区神田美土
代町９番地１７

第01200008657号 平成29年5月11日 平成29年5月11日 令和6年3月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=855999

29
株式会社ワイエムエコフュー
チャー

代表取締役
加瀬博章

埼玉県草加市青柳二丁目７
番４５号

第01200000416号 平成29年5月9日 平成29年5月9日 令和6年4月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65030

30 株式会社タケエイ
代表取締役
阿部光男

東京都港区芝公園二丁目４
番１号Ａ－１０階

第01200003455号 平成26年3月6日 平成26年3月6日 令和3年3月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65131

31 株式会社クマクラ
代表取締役
熊倉毅

埼玉県新座市畑中三丁目１
番５号

第01200006760号 令和元年5月1日 平成31年4月19日 令和8年04月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=05216

32 千葉オイレッシュ株式会社
代表取締役
野村進一

千葉県君津市笹１２６６番地 第01200010783号 平成29年6月2日 平成29年6月2日 令和6年4月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=08419

33 株式会社三凌商事
代表取締役
赤石賢治

東京都町田市木曽東一丁
目３４番６号

第01200008292号 平成29年8月9日 平成29年8月9日 令和6年5月30日 http://www.tyo-sanryou.co.jp

34 株式会社東産業
代表取締役
渡辺隆之

神奈川県横浜市港北区新
吉田町１９８番地

第01200002272号 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和8年5月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01702

35 日本ダスト株式会社
代表取締役
吉野建介

神奈川県川崎市川崎区鋼
管通二丁目２番２号

第01200000920号 平成29年6月21日 平成29年6月21日 令和6年6月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00672
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36 株式会社シンシア
代表取締役
中西雄三

東京都品川区南大井六丁
目２６番３号

第01200003072号 令和1年9月20日 令和1年9月10日 令和8年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60189

37 日本環境開発株式会社
代表取締役
久次道博

千葉県千葉市稲毛区山王
町４２３番地の１７

第01200015690号 平成28年12月5日 平成28年12月5日 令和5年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=12299

38 株式会社ハチオウ
代表取締役
森裕子

東京都八王子市四谷町１９
２７番地２

第01200003177号 平成28年11月29日 平成28年11月29日 令和5年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02363

39 環境通信輸送株式会社
代表取締役
清水健一郎

埼玉県さいたま市大宮区下
町二丁目６１番地

第01200000632号 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和5年9月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00450

40
株式会社環境システムサー
ビス

代表取締役
加藤愼次郎

東京都八王子市横川町１０
７６番地

第01200004045号 平成28年9月30日 平成28年9月30日 令和5年9月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03059

41 株式会社シヨーモン
代表取締役
松澤敏也

埼玉県さいたま市見沼区大
字片柳１０４５番地の１

第01200006070号 令和1年10月4日 令和1年10月4日 令和8年10月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60369

42 木幡興業株式会社
代表取締役
木幡毅

埼玉県三郷市早稲田二丁
目１３番地３

第01200000368号 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00250

43 株式会社平賀興業所
代表取締役
平賀義一

神奈川県横浜市鶴見区朝
日町一丁目１７番地３

第01200003956号 平成28年5月18日 平成28年5月18日 令和5年5月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=231425

44 千葉製綱株式会社
代表取締役
杉本義幸

東京都足立区島根１丁目２
番３号

第01200025923号 平成26年9月5日 平成26年9月5日 令和3年8月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

45 株式会社太陽油化
代表取締役
石田太平

東京都板橋区三園２－１２
－２

第01200005945号 平成27年3月31日 平成27年3月31日 令和4年1月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04566

46 株式会社山一商事
代表取締役
松本大輔

東京都港区六本木七丁目１
５番１４号

第01200017919号 平成26年3月6日 平成26年3月4日 令和3年3月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14131

47 株式会社クレハ環境
代表取締役
佐野健

福島県いわき市錦町四反田
３０番地

第01200004159号 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和6年1月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60268

48 株式会社環境技研
代表取締役
能登祥文

東京都板橋区板橋４－１２
－１７

第01200000419号 平成27年3月11日 平成27年3月11日 令和4年3月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=116602

49 加藤商事株式会社
代表取締役
加藤愼次郎

東京都狛江市東野川二丁
目１４番地２号

第01200004303号 令和2年5月20日 令和2年5月20日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03266

50 有限会社平澤興業
代表取締役
平澤良夫

埼玉県越谷市大間野町四
丁目２１２番地３

第01200015173号 令和2年3月23日 令和2年3月23日 令和9年3月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=11868

51 木村管工株式会社
代表取締役
木村徹

神奈川県横浜市保土ケ谷
区今井町１１２０番地１

第01200001425号 平成28年9月1日 平成28年9月1日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

52 千葉興産株式会社
代表取締役
岩楯保

千葉県千葉市美浜区新港２
４９番地７

第01200010476号 平成29年6月2日 平成29年6月2日 令和6年5月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=313028

53 協栄興業株式会社
代表取締役
野寺貴之

埼玉県春日部市下柳１４５０
番地５

第01200023700号 平成29年8月1日 平成29年8月1日 令和6年6月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=18965

54 比留間運送株式会社
代表取締役
比留間久仁
男

東京都武蔵村山市中央２丁
目１８番地の３

第01200016103号 平成27年11月24日 平成27年11月24日 令和4年8月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=12625

55 高俊興業株式会社
代表取締役
高橋潤

東京都中野区新井一丁目１
１番２号

第01210004823号 平成29年10月24日 平成29年10月24日 令和6年7月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03667
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56 成友興業株式会社
代表取締役
細沼順人

東京都あきる野市草花１１４
１番地１

第01200009089号 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和6年9月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=07086

57
日本産業廃棄物処理株式会
社

代表取締役
重田和夫

静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２
４６５番地

第01200002294号 平成30年4月23日 平成30年4月23日 令和7年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804930

58 株式会社日環
代表取締役
長野榮夫

栃木県宇都宮市インター
パーク四丁目７番地６

第01200002953号 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和6年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=84948

59 有限会社金剛運輸
代表取締役
金剛寺修司

東京都大田区大森中三丁
目１９番９号

第012０0002913号 平成27年11月20日 平成27年11月20日 令和4年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02162

60 あしがら環境保全株式会社
代表取締役
加藤誠一

神奈川県南足柄市狩野４８
６

第01200002434号 平成28年8月19日 平成28年8月19日 令和5年7月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01823

61
株式会社大空リサイクルセン
ター

代表取締役
宇津野利彦

東京都武蔵村山市伊奈平５
丁目４３番地の６

第01200039232号 平成28年3月27日 平成28年3月27日 令和5年3月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=32290

62 大同産業株式会社
代表取締役
市原照公

千葉県八街市八街へ１９９
番地２５６

第01200003541号 平成26年5月22日 平成26年5月22日 令和3年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=437893

63 株式会社KSJ
代表取締役
今西勇

東京都江戸川区船堀一丁
目７番６号

第01200014228号 平成27年5月22日 平成27年5月22日 令和4年5月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=11075

64 株式会社ノース
代表取締役
北一平

千葉県佐倉市中志津３丁目
３７番７号

第01200010579号 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=449925

65 株式会社上杉物産
代表取締役
上杉剛史

茨城県神栖市知手３４２０番
地４４

第01200028480号 平成31年4月9日 平成31年4月9日 令和8年3月01日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85037

66
日本医療衛生サービス株式
会社

代表取締役
宮田喜代美

東京都豊島区西池袋二丁
目２９番１９号

第012０0002019号 平成28年10月19日 平成28年10月19日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01507

67 株式会社ダイセキ
代表取締役
柱秀貴

愛知県名古屋市港区船見
町１番地８６

第01210002742号 平成28年10月31日 平成28年10月31日 令和5年8月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02051

68 有限会社スズキサービス
代表取締役
鈴木正己

千葉県松戸市稔台５丁目１
５番地１７

第01210024295号 平成26年11月26日 平成26年11月26日 令和3年10月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=19479

69
株式会社アドバンティク・レ
ヒュース

代表取締役
堀切勇真

群馬県前橋市泉沢町１２５０
番地１６

第01200000535号 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和5年10月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00373

70 株式会社金谷興油
代表取締役
金谷晴好

群馬県太田市細谷町３３６
番地１

第01200008668号 平成25年12月20日 平成25年12月20日 令和2年12月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=952872

71 有限会社橋本
代表取締役
橋本豊

千葉県習志野市東習志野
六丁目１６番２６号

第01200026918号 平成29年2月17日 平成29年2月17日 令和5年12月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=936984

72 三光株式会社
代表取締役
三輪昌輝

鳥取県境港市昭和町５番地
１７

第01200003489号 平成27年7月13日 平成27年7月13日 令和4年5月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=70123

73 中田屋株式会社
代表取締役
島元和生

東京都千代田区大手町一
丁目７番２号
東京サンケイビル１５階

第01200001668号 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和6年5月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01235

74 東武商事株式会社
代表取締役
小林増雄

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆ
めみ野東四丁目４番地４

第01200005377号 平成28年3月10日 平成28年3月10日 令和5年1月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04130

75 イコールゼロ株式会社
代表取締役
林宏道

長野県長野市大字大豆島４
０２０番地３

第01200000364号 平成30年3月8日 平成30年3月8日 令和7年3月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00247
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76 共同ガス株式会社
代表取締役
森塚実

千葉県千葉市稲毛区山王
町２３２番地９

第01200003570号 平成28年9月9日 平成28年9月9日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/previewrpm.php?Param0=02668
&Param1=6013

77 株式会社富澤商店
代表取締役
富澤洋

千葉県千葉市花見川区幕
張本郷二丁目２番２０号

第01200042576号 平成26年11月14日 平成26年11月14日 令和3年11月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=677643

78 株式会社西商店
代表取締役
西義雄

東京都大田区池上六丁目２
８番５号

第01200000688号 平成26年1月28日 平成26年1月28日 令和3年1月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60034

79 株式会社福井商店
代表取締役
赤羽敏宏

東京都千代田区内神田二
丁目４番２号

第01200018626号 平成31年4月12日 平成31年4月12日 令和8年03月04日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14732

80 株式会社ヤマキ
代表取締役
菊田勝實

埼玉県熊谷市三ケ尻字新
山３８８４番地

第01200003017号 平成29年8月9日 平成29年8月9日 令和6年6月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02244

81 松田産業株式会社
代表取締役
松田芳明

東京都新宿区西新宿一丁
目２６番２号

第01200000192号 令和1年9月10日 令和1年9月10日 令和8年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00125

82 株式会社ナリコー
代表取締役
加瀨敏雄

千葉県成田市三里塚光ケ
丘１番地１３３１

第01200004245号 令和1年7月2日 令和1年7月2日 令和8年7月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03220

83
株式会社都市環境エンジニア
リング

代表取締役
新川研

東京都江東区木場五丁目６
番３５号

第01200017260号 平成26年7月2日 平成26年6月17日 令和3年7月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=13572

84
株式会社ＪＲ東日本環境アク
セス

代表取締役
梅原康義

東京都台東区東上野三丁
目４番１２号

第01200000272号 令和1年9月1日 令和1年7月25日 令和8年8月31日 http://www.jea.co.jp

85 株式会社タカヤマ
代表取締役
齊藤吉信

埼玉県所沢市大字南永井３
７番地９号

第01200000351号 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和6年9月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00240

86 株式会社伊東商事
代表取締役
伊東博幸

茨城県土浦市西根南二丁
目１１番２１号

第01200001495号 平成30年2月22日 平成30年2月22日 令和7年1月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=770814

87 シグマテック株式会社
代表取締役
深江伯史

東京都中央区日本橋富沢
町５番４号

第01200001002号 平成30年2月27日 平成30年2月27日 令和7年1月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=115136

88 フェニックスメタル株式会社
代表取締役
長谷部信之

東京都千代田区大手町１－
７－２
東京サンケイビル１５Ｆ

第01200002082号 平成27年4月15日 平成27年4月15日 令和4年2月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01549

89 有限会社梅木商会
代表取締役
梅木伸治

茨城県守谷市本町４２４５番
地の４

第01200002518号 平成30年5月17日 平成30年5月17日 令和7年3月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u8.php?UserID=01883

90 株式会社丸昭建材
代表取締役
宮脇秀仁

千葉県柏市高田１１１６番地
３２

第01200001791号 令和2年4月22日 令和2年4月22日 令和9年4月19日 http://www.marusyo-kenzai.co.jp

91 株式会社新東京開発
代表取締役
岩戸禎二

千葉県松戸市常盤平陣屋
前３番地の２１

第01200005758号 平成25年7月31日 平成25年7月31日 令和2年7月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=885080

92 株式会社イゾイ
代表取締役
井副隆興

東京都江戸川区東葛西一
丁目１６番３号

第01200003294号 平成30年9月20日 平成30年9月20日 令和7年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u9.php?UserID=02462

93 株式会社国分商会
代表取締役
國分克尚

埼玉県熊谷市万吉２６４３番
地の１

第01200002209号 平成25年6月15日 平成25年5月14日 令和2年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01648

94 木材開発株式会社
代表取締役
谷正剛

大阪府大阪市住之江区新
北島三丁目６番４５号

第01200003319号 平成27年6月18日 平成27年6月18日 令和4年6月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=575241

95
株式会社アイザック・トランス
ポート

代表取締役
北山英人

富山県富山市米田町一丁
目６番３０号

第01200000485号 平成27年10月5日 平成27年10月5日 令和4年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00337
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96
株式会社エバーグリーンライ
ン

代表取締役
比嘉良弘

神奈川県川崎市川崎区貝
塚一丁目１番５号

第01200000405号 平成25年10月14日 平成25年9月20日 令和2年10月13日 http://www.egl.jp/

97
ステリサイクルＭＥＤ株式会
社

代表取締役
ミラー・シン
ディー・ジェー

栃木県鹿沼市茂呂６５９番
地１９

第01200001669号 平成25年12月9日 平成25年12月5日 令和2年12月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01236

98
エコシステムジャパン株式会
社

代表取締役
石川統一

東京都千代田区外神田四
丁目１４番１号

第01200002613号 平成25年12月4日 平成25年12月4日 令和2年11月9日 http://www.ecosystem-japan.jp/

99 株式会社フィルテック
代表取締役
澤田裕二

岐阜県可児市広見一丁目４
７番地

第01200003571号 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和6年11月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02669

100 株式会社フォレスト
代表取締役
原実

東京都足立区入谷九丁目３
番１７号

第01200008894号 平成31年3月4日 平成31年3月4日 令和8年2月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=06919

101 株式会社協栄清水商店
代表取締役
清水伸浩

東京都足立区佐野二丁目１
４番１１号

第01200011990号 平成31年4月8日 平成31年3月12日 令和8年4月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=522806

102 有限会社アーク
代表取締役
志賀教夫

埼玉県吉川市保一丁目４番
７号

第01200015855号 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和8年5月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=12426

103 ＳＢＳ即配サポート株式会社
代表取締役
鎌田正彦

東京都江東区新砂一丁目５
番２９号

第01200014605号 令和1年7月1日 令和1年7月1日 令和8年6月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=11380

104
株式会社サン・クリーンサー
ビス

代表取締役
山浦良一

千葉県千葉市稲毛区山王
町２８９番地１

第01200020451号 平成28年9月27日 平成28年9月27日 令和5年8月2日 http://www.sas-group.jp/

105
株式会社クワバラ・パンぷキ
ン

代表取締役
桑原幹夫

埼玉県さいたま市中央区本
町西四丁目１１番１０号

第01200005346号 平成29年1月10日 平成29年1月10日 令和5年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=360978

106 有限会社フロンティア
代表取締役
小森康一

東京都足立区辰沼二丁目１
７番７号

第01200011907号 平成26年11月14日 平成26年11月14日 令和3年10月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=09232

107 株式会社京葉総業
代表取締役
小出勉

千葉県船橋市高根町２７１２
番地１

第01200026079号 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和6年2月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=275101

108
株式会社首都圏環境美化セ
ンター

代表取締役
斉京由勝

東京都足立区入谷９丁目２
１番地１９号

第01200023859号 平成27年2月16日 平成27年2月16日 令和4年1月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=19100

109 かなもり株式会社
代表取締役
岩田大輔

茨城県取手市取手１丁目１
番５号

第01200027421号 平成27年3月9日 平成27年3月9日 令和4年2月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=300199

110 東港金属株式会社
代表取締役
福田隆

東京都大田区京浜島二丁
目２０番４号

第01200018874号 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和6年2月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=136398

111 千葉クリーン株式会社
代表取締役
伊藤達也

千葉県印西市別所６１番地 第01200027857号 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和7年3月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01203

112
有限会社四季コーポレーショ
ン

代表取締役
立原誠

千葉県千葉市緑区平山町４
５８番地

第01200030296号 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和6年6月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=24406

113 コトブキ環境株式会社
代表取締役
吉田昌美

東京都江東区新木場二丁
目１１番３号

第01200018220号 平成29年7月19日 平成29年7月19日 令和6年7月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=73470

114 株式会社ウチダ
代表取締役
内田一ニ三

埼玉県ふじみ野市駒林１８
番地

第01200030676号 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和6年9月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=24741

115 有明興業株式会社
代表取締役
松岡和人

東京都江東区若洲二丁目８
番２５号

第01200022693号 平成29年11月1日 平成29年11月1日 令和6年10月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=61095
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116 大徳運輸株式会社
代表取締役
徳本雅巳

愛知県岡崎市生平町保毛２
２番地１

第01200007926号 平成27年11月26日 平成27年11月26日 令和4年10月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=702616

117 株式会社イタミエコテック
代表取締役
伊丹正直

千葉県勝浦市杉戸６３９番
地１

第01200036680号 平成30年2月27日 平成30年2月27日 令和7年1月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=350891

118 株式会社木下フレンド
代表取締役
木下公次

埼玉県所沢市東所沢和田
三丁目１番地１０

第01200005938号 平成28年9月27日 平成28年9月27日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04562

119 株式会社メイナン
代表取締役
吉田玲子

千葉県市原市岩崎二丁目２
１番地１８

第01210045077号 平成26年2月18日 平成26年2月18日 令和3年1月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85511

120 株式会社千葉環境ビジネス
代表取締役
飯島伸行

千葉県千葉市緑区あすみが
丘東一丁目２８番１５号

第01200041256号 平成28年9月1日 平成28年9月1日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

121 株式会社ヤマゼン運輸
代表取締役
奥田貴光

三重県伊賀市予野字西出２
７００−１

第01200033499号 平成28年12月6日 平成28年12月6日 令和5年10月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=27241

122 株式会社平本興業
代表取締役
平本裕慶

神奈川県川崎市幸区小向
町１２－１２

第01200013768号 平成28年11月9日 平成28年11月9日 令和5年10月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=340173

123 株式会社ＩＷＤ
代表取締役
杉山孝

神奈川県海老名市大谷北
二丁目１番４６号

第01210001059号 平成26年2月12日 平成26年2月12日 令和3年1月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00771

124 株式会社リーテム
代表取締役
中島彰良

東京都千代田区外神田３－
６－１０

第01200038181号 平成29年2月15日 平成29年2月15日 令和5年12月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=61834

125 オーエム通商株式会社
代表取締役
岡村睦夫

東京都八王子市小津町１０
６番地１

第01200001865号 令和1年5月22日 令和1年5月22日 令和8年3月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01390

126 株式会社ショーワ
代表取締役
斉藤純一郎

東京都足立区六木三丁目４
４番５号

第01200043202号 平成29年11月6日 平成29年11月6日 令和6年7月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=66584

127 喜楽鉱業株式会社
代表取締役
小宮山茂幸

滋賀県湖南市石部口二丁
目７番３３号

第01200004194号 令和1年7月8日 令和1年7月8日 令和8年7月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60271

128 株式会社総合サービス
代表取締役
井上史子

埼玉県北足立郡伊奈町大
字小室７０６３番地５

第01200046448号 令和1年8月20日 令和1年8月20日 令和8年7月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=38905

129 株式会社東京クリアセンター
代表取締役
熊木浩

東京都千代田区永田町二
丁目４番３号
永田ビル９階

第01200032186号 令和1年9月3日 令和1年9月3日 令和8年8月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=26075

130 日栄興産株式会社
代表取締役
高橋茂行

埼玉県新座市大和田四丁
目９番２９号

第01200004615号 令和2年4月1日 令和1年11月18日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03512

131 株式会社セオス
代表取締役
遠藤恭三

群馬県邑楽郡板倉町大字
岩田２２５９番地４

第01200030670号 令和2年4月1日 令和2年1月24日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=414034

132
株式会社アンカーネットワー
クサービス

代表取締役
碇隆司

東京都葛飾区新宿三丁目９
番１５号

第01200032593号 平成30年3月6日 平成30年3月6日 令和7年1月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u3.php?UserID=26437

133 株式会社鈴徳
代表取締役
猪鼻秀希

東京都墨田区緑一丁目４番
１９号

第01200034488号 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和7年1月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=28141

134 有限会社妻本商店
代表取締役
妻本竜志

千葉県鴨川市浜荻４３０番
地１

第01200054549号 平成25年8月28日 平成25年6月28日 令和2年8月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=430373

135 リサイクルセンター株式会社
代表取締役
大天広正

大阪府東大阪市布市町二
丁目１番４０号

第01200008395号 令和1年8月5日 令和1年8月5日 令和8年6月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65149
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136 丸両自動車運送株式会社
代表取締役
青木千加士

静岡県静岡市清水区横砂
西町１０番６号

第01200002267号 平成30年5月8日 平成30年5月8日 令和7年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u10.php?UserID=85551

137
ティー・ビー・ロジスティックス
株式会社

代表取締役
相川和政

埼玉県八潮市浮塚１００番
地

第01200053819号 平成27年6月1日 平成27年6月1日 令和4年5月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=482864

138 栄和リサイクル株式会社
代表取締役
金城虎一

東京都新宿区西早稲田二
丁目９番１６号

第01200001024号 平成25年8月1日 平成25年8月1日 令和2年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00742

139 ミナミ金属株式会社
代表取締役
岡村昇

石川県金沢市打木町東１４
２６番地

第01200035690号 平成25年7月1日 平成25年7月1日 令和2年6月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=29224

140 株式会社森商会
代表取締役
森光治

東京都目黒区五本木一丁
目２番２１号

第01200040109号 平成30年9月4日 平成30年9月4日 令和7年6月30日 http://www.morishokai.co.jp

141 ウム・ヴェルト株式会社
代表取締役
小柳明雄

群馬県邑楽郡板倉町大字
下五箇１８６５番地

第01200053728号 平成25年9月30日 平成25年9月30日 令和2年7月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=45571

142 株式会社トモノ
代表取締役
友野浄二

埼玉県白岡市篠津９５５番
地１

第01200040882号 平成30年7月18日 平成30年7月18日 令和7年7月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u12.php?UserID=839057

143 株式会社細田商店
代表取締役
細田元尉

埼玉県さいたま市北区大成
町四丁目５７番地１２

第01200023232号 平成27年11月6日 平成27年11月6日 令和4年8月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=939390

144 株式会社カネテツ
代表取締役
阿部正二

東京都足立区入谷九丁目５
番１０号

第01200053823号 平成25年11月12日 平成25年11月12日 令和2年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=852608

145 株式会社県央資源センター
代表取締役
白井史人

神奈川県綾瀬市早川３０８５
番地

第01200034276号 平成30年11月22日 平成30年11月22日 令和7年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=501358

146 アイ・エス・ガステム株式会社
代表取締役
石井誠一

千葉県船橋市藤原三丁目１
６番１７号

第01200057319号 平成30年11月25日 平成30年11月14日 令和7年11月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=48601

147 大久保興業株式会社
代表取締役
大久保憲

東京都府中市天神町三丁
目１１番地の１－２０２

第01200057352号 平成31年4月3日 平成31年4月3日 令和8年1月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=

148 東海サンド株式会社
代表取締役
塚本正浩

静岡県御前崎市佐倉４７３１
番地

第01200003444号 令和1年5月10日 令和1年5月10日 令和8年5月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=372878

149 株式会社いづみの
代表取締役
伊藤英樹

神奈川県愛甲郡愛川町中
津字大塚下６９０７番地７

第01200012326号 平成26年3月25日 平成26年3月25日 令和3年2月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804769

150 上昇運輸株式会社
代表取締役
入井雅也

石川県金沢市専光寺町レ３
番地３０

第01200031133号 平成26年5月30日 平成26年5月30日 令和3年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=489949

151 株式会社ケイ・エム環境
代表取締役
宮田仁史

埼玉県吉川市大字三輪野
江２３００番地１

第01200018949号 平成26年7月7日 平成26年7月7日 令和3年5月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=15025

152 三岐通運株式会社
代表取締役
土城淳

三重県四日市市富田三丁
目２２番７９号

第01200007094号 令和1年6月3日 令和1年6月3日 令和8年5月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85369

153 協和興業株式会社
代表取締役
杉本義幸

東京都足立区島根１丁目２
番３号

第01200042129号 令和1年6月24日 令和1年6月24日 令和8年6月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=720258

154 株式会社石山商会
代表取締役
片浦克敏

栃木県小山市城北三丁目２
番地１２

第01200023409号 令和元年6月25日 令和元年6月25日 令和8年6月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85443

155 大船鋼業株式会社
代表取締役
須田総一郎

神奈川県横浜市栄区小菅
ケ谷二丁目３０番５号

第01200031064号 令和1年8月7日 令和1年8月7日 令和8年7月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=49398
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156 株式会社ユアサロジテック
代表取締役
栃尾祐典

大阪府高槻市高西町５番８
号

第01200017035号 平成26年10月8日 平成26年10月8日 令和3年7月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=13385

157 有限会社飯盛商店
代表取締役
飯島宗久

神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町１２番１４号

第01200000198号 平成28年7月25日 平成28年7月25日 令和5年7月29日 http://www.iimori.co.jp

158 株式会社森商事
代表取締役
森史朗

福岡県大牟田市大字草木１
２６３番地

第01200000663号 平成26年3月25日 平成26年3月25日 令和3年3月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=564836

159 株式会社ハイシステム
代表取締役
宇藤雄一

東京都板橋区坂下３－４－
１

第01200009530号 平成27年3月31日 平成27年3月31日 令和4年3月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=07428

160 株式会社ナガタ
代表取締役
長田博正

千葉県市原市姉崎海岸４２
番地

第01200068251号 平成29年5月11日 平成29年5月11日 令和6年3月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=385378

161 株式会社新生
代表取締役
星川晴康

埼玉県比企郡滑川町都２５
番地２１

第01200012646号 平成29年3月31日 平成29年3月31日 令和6年2月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=595749

162 株式会社宇津木金属
代表取締役
宇津木大輔

埼玉県坂戸市千代田二丁
目２０番地３号

第01200064001号 令和2年3月8日 令和2年3月3日 令和9年3月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=234076

163 株式会社エコネコル
代表取締役
佐野文勝

静岡県富士宮市山宮３５０７
番地の１９

第01200041547号 平成29年6月15日 平成29年6月15日 令和6年6月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=529007

164 仙台環境開発株式会社
代表取締役
櫻井慶

宮城県仙台市青葉区二日
町２番２７号

第01200052901号 平成27年4月16日 平成27年4月16日 令和4年3月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u4.php?UserID=44846

165 株式会社錦織商店
代表取締役
錦織好郎

千葉県富津市田倉４８３番
地２２

第01200069142号 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和6年10月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=745166

166 株式会社小林茂商店
代表取締役
小林弘之

埼玉県熊谷市今井１１０６番
地

第01200034002号 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和7年4月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u13.php?UserID=27693

167 株式会社大環サービス
代表取締役
橋本修

神奈川県大和市柳橋四丁
目２番１９号

第01200008491号 平成29年6月2日 平成29年6月2日 令和6年5月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=06591

168 株式会社明輪
代表取締役
渋谷博文

群馬県渋川市赤城町持柏
木９８１番地

第01200023284号 平成27年7月3日 平成27年7月3日 令和4年6月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=18629

169 メタルリサイクル株式会社
代表取締役
星川晴康

埼玉県比企郡川島町戸守４
４０番地

第01200073860号 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和7年2月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=70282

170 タガミエコ株式会社
代表取締役
田上雅弘

埼玉県加須市鴻茎１９３番
地

第01200054959号 平成29年11月6日 平成29年11月6日 令和6年8月23日 http://www.tagami-eco.co.jp

171 武松商事株式会社
代表取締役
金森和哉

神奈川県横浜市中区山下
町１０５番地

第01200003456号 平成27年12月24日 平成27年12月24日 令和4年9月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=522457

172 高砂企画株式会社
代表取締役
渡辺俊一

東京都品川区大崎一丁目２
０番１５号

第01200001777号 平成30年2月8日 平成30年2月8日 令和6年11月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=238683

173 株式会社アルファサポート
代表取締役
福田寛栄

埼玉県北足立郡伊奈町大
字小室７０６５番地１

第01200040395号 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和6年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=420786

174 株式会社アサヒ開発
代表取締役
内藤利永子

神奈川県横浜市瀬谷区二ツ
橋町３８１－１

第01200075675号 平成28年11月22日 平成28年11月22日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=70154

175 広陽サービス株式会社
代表取締役
尾崎泰裕

東京都江東区辰巳三丁目７
番８号

第01200008897号 平成28年7月21日 平成28年7月21日 令和5年5月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=06921
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176 株式会社サニタリーセンター
代表取締役
木村文男

埼玉県本庄市小島南３－１
１－１５

第01200004171号 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03156

177 早来工営株式会社
代表取締役
小松稔明

神奈川県川崎市川崎区扇
町６-１

第01200001169号 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00854

178 株式会社エコワスプラント
代表取締役
浅尾洋和

東京都西多摩郡日の出町
平井２２番地１０

第01200072577号 平成25年9月1日 平成25年8月22日 令和2年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=84989

179 株式会社貴藤
代表取締役
池ノ谷 新吾

東京都昭島市拝島町三丁
目１番３号

第01200007846号 平成28年9月15日 平成28年9月15日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

180
日本メディカル・ウェイスト・マ
ネジメント株式会社

代表取締役
金原曉治

東京都港区芝１－１５－１４ 第01200001817号 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和5年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=315754

181 大和建設株式会社
代表取締役
萩原正弘

群馬県高崎市寺尾町１７７７
番地

第01200022903号 平成28年11月11日 平成28年11月11日 令和5年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=23563

182 サンワリューツー株式会社
代表取締役
谷口隆司

愛知県刈谷市一里山町家
下８０番地

第01200005459号 平成26年4月18日 平成26年4月18日 令和3年2月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04182

183 株式会社チューサイ
代表取締役
渡辺和良

静岡県焼津市上新田１０１９
番地

第01200001166号 令和1年7月1日 令和1年7月1日 令和8年5月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00852

184 株式会社ツルオカ
代表取締役
鶴岡正顯

茨城県結城市大字結城１０
６０３番地

第01200018663号 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和6年8月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=61868

185 クリーンシステム株式会社
代表取締役
田口幸隆

埼玉県さいたま市浦和区常
盤五丁目２番１８号

第01200023026号 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和7年12月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=84867

186 株式会社柴﨑商事
代表取締役
小林伸好

埼玉県深谷市境２０４番地 第01200048610号 平成30年2月22日 平成30年2月22日 令和6年11月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=483826

187 浦和新日環商事株式会社
代表取締役
油布達也

埼玉県さいたま市緑区大字
三室２４５９番地

第01200005482号 令和2年2月10日 令和2年2月10日 令和9年1月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04200

188 株式会社藤原土建
代表取締役
丸島寛範

東京都狛江市元和泉三丁
目６番１３号

第01200028154号 平成25年10月27日 平成25年10月16日 令和2年10月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=22588

189 エコクリーン株式会社
代表取締役
山﨑忠一

千葉県茂原市下太田１３１１
番地１

第01200120773号 平成29年5月12日 平成29年5月12日 令和6年5月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=681353

190 長野喜楽鉱業株式会社
代表取締役
小宮山茂幸

長野県塩尻市大字広丘吉
田２９０２番地の３

第01200008342号 平成25年6月6日 平成25年6月6日 令和2年5月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=493468

申請中（６／１現在）

191 金子商事株式会社
代表取締役
金子房雄

埼玉県久喜市菖蒲町上大
崎４２４番地１

第01200066282号 平成30年8月3日 平成30年8月3日 令和7年6月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u14.php?UserID=28092

192 株式会社エコ・フード
代表取締役
熱田唯史

千葉県匝瑳市川辺２０８番
地１

第01200073432号 平成30年1月18日 平成30年1月18日 令和6年11月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85132

193 株式会社ケイエスアイ
代表取締役
石子雅則

東京都大田区東糀谷五丁
目２番１６号

第01200045747号 平成25年11月6日 平成25年11月6日 令和2年10月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=903102

194 株式会社ダイトク
代表取締役
星山健

大阪府摂津市新在家二丁
目１番１号

第01200017163号 平成28年2月15日 平成28年2月15日 令和4年12月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85041

195 株式会社クリーンシステム
代表取締役
鈴木隆

山形県山形市飯塚町字中
河原１６２９番地の５

第01200008236号 令和元年12月10日 令和元年12月10日 令和8年10月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=06398
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196 株式会社グランエコ
代表取締役
寺迫尚

埼玉県上尾市大字上１１５７
番地の１

第01200045877号 平成26年3月12日 平成26年3月12日 令和3年1月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=669712

197 日本ウエスト株式会社
代表取締役
長田和志

京都府京都市伏見区横大
路千両松町９番地１

第01200054519号 平成26年3月4日 平成26年3月4日 令和3年1月20日 http://www.japan-waste.co.jp

198
株式会社ダイセキ環境ソ
リューション

代表取締役
二宮利彦

愛知県名古屋市瑞穂区明
前町８番１８号

第01200068603号 平成26年2月2日 平成26年1月23日 令和3年2月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=74254

199 株式会社小暮商店
代表取締役
小暮直樹

埼玉県深谷市原郷２６７番
地

第01200012507号 平成28年6月24日 平成28年6月24日 令和5年5月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=09702

200
株式会社祥和コーポレーショ
ン

代表取締役
深澤和彦

栃木県佐野市黒袴１１１１－
１

第01200110459号 平成28年7月7日 平成28年7月7日 令和5年7月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=288088

201 富士金属株式会社
代表取締役
金原康次

神奈川県小田原市国府津２
３８２番地

第01200017127号 令和1年7月8日 令和1年7月8日 令和8年7月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=13461

202 手塚産業株式会社
代表取締役
手塚治

神奈川県川崎市川崎区塩
浜三丁目１５番６号

第01200005634号 平成28年10月27日 平成28年10月27日 令和5年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04320

203 神奈川環境開発株式会社
代表取締役
白石慎太郎

神奈川県平塚市中堂１６番
１１号

第01200022386号 平成27年1月9日 平成27年1月9日 令和3年11月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=986657

204
サンキュウ・リマテック株式会
社

代表取締役
岡村実成

兵庫県尼崎市東浜町５番地 第01200079640号 平成29年2月17日 平成29年2月17日 令和5年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=70199

205 株式会社市原ニューエナジー
代表取締役
杉田昭義

千葉県市原市万田野７３３
番地

第01200137658号 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=198553

206 株式会社ビクトリー
代表取締役
堀越敦

埼玉県八潮市八條３４５０番
地３

第01200117340号 令和2年6月10日 令和2年5月20日 令和9年6月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=351739

207 木村建材工業株式会社
代表取締役
木村健永

東京都東久留米市前沢１－
８－１２

第01200002022号 平成27年8月7日 平成27年8月7日 令和4年6月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=371043

208 株式会社ディプロ
代表取締役
乾勝晴

大阪府貝塚市名越７３３番
地の３７

第01200047225号 平成27年10月5日 平成27年10月5日 令和4年9月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=371044

209
静和ケミカルサービス株式会
社

代表取締役
和波剛

静岡県静岡市駿河区豊田
二丁目７－９

第01200051046号 平成28年4月27日 平成28年4月27日 令和5年1月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=704413

210 株式会社タズミ
代表取締役
田墨幸一郎

神奈川県綾瀬市吉岡７０９ 第01200023601号 平成28年5月17日 平成28年5月17日 令和5年5月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=762932

211
株式会社リサイクル・ネット
ワーク

代表取締役
大久保茂忠

東京都大田区大森北一丁
目１番５号　ＢＵＲＧ大森１Ｆ

第01200125046号 平成28年6月24日 平成28年6月24日 令和5年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=401684

212 エルテックサービス株式会社
代表取締役
中村吉邦

山梨県笛吹市一宮町国分１
０１４番地１

第01200101169号 平成28年10月27日 平成28年10月27日 令和5年9月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=306029

213 トライマテリアル株式会社
代表取締役
青木秀夫

東京都大田区京浜島二丁
目１９番１０号

第01200128962号 平成28年11月9日 平成28年11月9日 令和5年9月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=468272

214 新潟メスキュード株式会社
代表取締役
佐藤弘

新潟県新潟市西区寺尾東
一丁目１９番１９号

第01200002903号 平成28年11月10日 平成28年11月10日 令和5年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65407

215 中電興産株式会社
代表取締役
佐藤剛志

茨城県鹿嶋市大字光４ 第01200030043号 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和5年10月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85081
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216
セキトランスシステム株式会
社

代表取締役
関則雄

静岡県駿東郡長泉町竹原３
８３番地の４

第01200011543号 平成30年12月10日 平成30年12月10日 令和7年11月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=08970

217 高野産業株式会社
代表取締役
高野実

山梨県韮崎市下祖母石２２
７８番地

第01200001455号 令和1年5月10日 令和1年5月10日 令和8年3月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01073

218 東伸産業株式会社
代表取締役
猪狩性市

千葉県鎌ケ谷市中央二丁
目１５番６９号

第01200133946号 平成29年3月22日 平成29年2月20日 令和6年3月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u5.php?UserID=511656

219 株式会社沼田機業
代表取締役
沼田直

茨城県小美玉市野田１８３
番地

第01200072308号 平成26年10月31日 平成26年10月31日 令和3年10月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=140918

220 株式会社コーシンサービス
代表取締役
青島邦信

静岡県磐田市笠梅１２２０番
地１８

第01200002577号 令和1年5月21日 令和1年5月21日 令和8年4月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01925

221 株式会社まごころ清掃社
代表取締役
高野正道

東京都八王子市長房町１２
６番地の２

第01200004601号 平成29年7月14日 平成29年7月14日 令和6年5月21日 www.gomi-magokoro.co.jp/

222 日重環境株式会社
代表取締役
松原豊

富山県高岡市吉久一丁目１
番１４５号

第01200001349号 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和6年9月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=301316

223 株式会社完山金属
代表取締役
完山一範

東京都八王子市館町４６８
番地の２

第01200035754号 平成29年12月8日 平成29年12月8日 令和6年7月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=29275

224 双葉商事株式会社
代表取締役
杉本義幸

東京都足立区島根一丁目２
番３号

第01200029988号 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和6年10月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=977277

225 神鋼産業株式会社
代表取締役
清水孝一

神奈川県伊勢原市下谷１２
５７番地

第01200009887号 令和2年3月2日 令和2年3月2日 令和9年1月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=319916

226 株式会社日動エコプラント
代表取締役
濱中大輔

東京都八王子市高月町２１
８１番地１

第01200143850号 平成31年1月8日 平成31年1月8日 令和7年11月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=106175

227 株式会社浜田
代表取締役
浜田篤介

大阪府高槻市柱本三丁目８
番６号

第01200009139号 平成26年6月30日 平成26年6月30日 令和3年5月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=07126

228 株式会社エコロジスタ
代表取締役
千葉康一

千葉県柏市風早一丁目１０
番地３

第01200150435号 令和2年4月1日 令和元年12月20日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=238998

229 Ｐ・Ｓ・Ｃリサイクル株式会社
代表取締役
初谷真一

栃木県小山市大字犬塚５４
番地２

第01200152636号 令和2年3月27日 令和2年3月27日 令和9年2月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=578101

230 ジャパンウェイスト株式会社
代表取締役
岡本芳彦

東京都千代田区丸の内１－
７－１２

第01200144464号 平成28年6月17日 平成28年6月17日 令和5年4月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=572784

231 株式会社ＫＡＷＡＲＹＯ　ＰＧＭ
代表取締役
飯田紀行

静岡県浜松市西区湖東町５
８５０番地　２Ｆ

第01200148813号 平成28年9月15日 平成28年9月15日 令和5年8月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=654054

232 株式会社木村土建
代表取締役
木村浩章

宮城県東松島市大塩字五
台２３番地２

第01200014116号 平成28年11月17日 平成28年11月17日 令和5年9月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u6.php?UserID=10984

233 株式会社フジ・トレーディング
代表取締役
大羽敬子

東京都東大和市向原四丁
目２９番地の９

第01200068512号 平成29年2月17日 平成29年2月17日 令和6年1月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=705641

234 株式会社鴇商
代表取締役
鴇﨑勝一

群馬県館林市苗木町２５４８
番地

第01200038658号 平成29年2月2日 平成29年1月20日 令和6年2月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u7.php?UserID=31823

235 株式会社利昌
代表取締役
平良静雄

大阪府豊中市庄内宝町二
丁目９番３４号

第01200000320号 平成29年5月11日 平成29年5月11日 令和6年4月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85564
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236 中央カンセー株式会社
代表取締役
尾島忠

神奈川県厚木市恩名一丁
目１１番３１号

第01200009850号 平成29年4月19日 平成29年4月19日 令和6年4月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=07670

237 有限会社イーペック牛久
代表取締役
新妻章弘

茨城県牛久市正直町字守
山１３７５番地

第01200084550号 平成29年7月3日 平成29年7月3日 令和6年7月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=83101

238 三重中央開発株式会社
代表取締役
金子文雄

三重県伊賀市予野字鉢屋４
７１３番地

第01200004487号 平成29年8月1日 平成29年8月1日 令和6年7月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03404

239 株式会社田中浚渫工業
代表取締役
田中正人

大阪府八尾市南木の本五
丁目４９番地

第01200067110号 平成30年1月11日 平成30年1月11日 令和6年9月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=450865

240 トーテツ興運株式会社
代表取締役
鶴見敏明

栃木県小山市大字横倉５９
０番地２

第01200161384号 平成30年2月22日 平成30年2月22日 令和6年12月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=432199

241 サンエコサーマル株式会社
代表取締役
渡邊彰彦

栃木県鹿沼市下石川７３７
番地５５

第01200012884号 平成30年8月30日 平成30年8月30日 令和7年6月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u15.php?UserID=09998

242 株式会社島田商会
代表取締役
島田明子

佐賀県多久市北多久町大
字小侍８０１番地

第01200018979号 平成30年10月17日 平成30年10月3日 令和7年10月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=161750

243 宮坂産業株式会社
代表取締役
宮坂竜司

大阪府大阪市豊崎一丁目１
１番２５号

第01200015965号 平成30年11月22日 平成30年11月22日 令和7年11月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u16.php?UserID=242403

244 株式会社共栄商社
代表取締役
菅野保夫

神奈川県藤沢市打戻２０７３
番地

第01200175535号 令和1年5月28日 令和1年5月28日 令和8年3月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=867413

245 グリーン・エコ株式会社
代表取締役
田渕浩太

千葉県千葉市若葉区千城
台西一丁目４番地７

第01200177153号 令和1年6月17日 令和1年6月17日 令和8年4月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=357687

246 株式会社神奈川保健事業社
代表取締役
西之宮聡

神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町４番地１８

第01200023789号 令和1年8月30日 令和1年8月30日 令和8年6月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=93848

247 新潟ガービッヂ株式会社
代表取締役
関祐介

新潟県南魚沼市宮１７１３番
地

第01200038613号 令和2年4月22日 令和2年4月22日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=61846

以下余白
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特別管理産業廃棄物収集運搬業

1 株式会社京葉興業
代表取締役
鈴木宏和

東京都江戸川区篠崎町一
丁目２番６号

第01250005618号 平成28年4月27日 平成28年4月27日 令和5年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04307

2
株式会社市川環境エンジニア
リング

代表取締役
岩楯保

千葉県市川市田尻二丁目１
１番２５号

第01250002661号 平成27年12月17日 平成27年12月17日 令和4年11月8日 http://www.ike.co.jp

3 株式会社東亜オイル興業所
代表取締役
安池慎一郎

千葉県八千代市上高野１７
２８番地５

第01250005637号 平成28年2月29日 平成28年2月29日 令和5年1月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04323

4 千種興産株式会社
代表取締役
麻薙重彦

千葉県市原市千種海岸７番
地３

第01250005690号 平成27年10月2日 平成27年10月2日 令和4年7月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04368

5 三立処理工業株式会社
代表取締役
鈴木憲文

神奈川県川崎市川崎区浅
田四丁目１６番７号

第01250000605号 平成28年1月15日 平成28年1月15日 令和4年10月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00428

6 株式会社中商
代表取締役
中嶋達夫

神奈川県川崎市幸区南加
瀬一丁目８番６号

第01250002437号 平成26年2月3日 平成26年2月3日 令和2年11月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01825

7 白井エコセンター株式会社
代表取締役
白井徹

東京都足立区入谷五丁目１
６番２８号

第01250002244号 平成26年4月9日 平成26年3月25日 令和3年4月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01678

8 株式会社エコ計画
代表取締役
井上綱隆

埼玉県さいたま市桜区田島
八丁目４番１６号

第01250004328号 平成25年10月3日 平成25年10月3日 令和2年9月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60279

9 開発化学工業株式会社
代表取締役
松菱則嗣

千葉県松戸市紙敷三丁目１
２番地の１

第01250006653号 令和1年6月3日 令和1年6月3日 令和8年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=05132

10 日本サニテイション株式会社
代表取締役
植田和実

東京都江東区新木場４－１
－３０

第01250001258号 平成27年5月29日 平成27年5月29日 令和4年6月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60075

11 株式会社共同土木
代表取締役
内田耕太朗

埼玉県上尾市原新町２６番
１号

第01250003982号 平成30年7月14日 平成30年7月14日 令和7年7月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03009

12 日興サービス株式会社
代表取締役
山口徹

埼玉県戸田市笹目北町１４
番地１９

第01250003487号 平成27年11月6日 平成27年11月6日 令和4年9月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02608

13 株式会社加藤商店
代表取締役
加藤芳秀

千葉県山武市松尾町谷津２
番地

第01250005688号 平成26年2月18日 平成26年2月18日 令和3年1月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804992

14
日本ケミテックロジテム株式
会社

代表取締役
金子宏

埼玉県川口市領家五丁目１
番３９号

第01250003384号 平成30年8月20日 平成30年8月20日 令和7年8月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u3.php?UserID=02532

15
東芝環境ソリューション株式
会社

代表取締役
吉田久律

神奈川県横浜市鶴見区寛
政町２０番１号

第01250000343号 令和1年5月14日 令和1年5月14日 令和8年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65023

16 株式会社トキワ薬品化工
代表取締役
伊丹重貴

神奈川県横浜市旭区上川
井町３７６番地

第01250003950号 平成25年10月21日 平成25年10月21日 令和2年9月12日 http://tokiwa-y.co.jp/

17 株式会社泉土木
代表取締役
泉昌弘

東京都江戸川区中葛西一
丁目３６番５号

第01250009862号 平成30年2月8日 平成30年2月8日 令和6年11月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=07681

許可番号 許可年月日
認定または
確認年月日

許可期限
年月日

公開情報が閲覧できる
ホームページアドレス

備考
整理
番号

事業者名 代表者名 所在地
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18 アサヒプリテック株式会社
代表取締役
中西広幸

兵庫県神戸市東灘区魚崎
浜町２１番地

第01250000503号 平成27年10月2日 平成27年10月2日 令和4年9月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60025

19 株式会社武蔵野化学
代表取締役
小嶋敏夫

埼玉県さいたま市桜区大字
神田４９７番地１

第01250005357号 平成25年10月23日 平成25年10月23日 令和2年9月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=50267

20
三友プラントサービス株式会
社

代表取締役
小松和史

神奈川県相模原市緑区橋
本台一丁目８番２１号

第01250000728号 平成25年11月5日 平成25年11月5日 令和2年10月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60037

21 赤城鉱油株式会社
代表取締役
齋藤薫

群馬県みどり市大間々町大
間々１６６８番地

第01250002480号 平成25年9月20日 平成25年9月2日 令和2年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60149

22 カポック株式会社
代表取締役
細見暁

神奈川県川崎市川崎区浅
野町１番３号

第01250002665号 平成30年8月3日 平成30年8月3日 令和7年6月3日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u4.php?UserID=879508

23 株式会社昌和プラント
代表取締役
廣木直江

神奈川県横浜市中区万代
町二丁目３番地１

第01250004307号 平成26年5月22日 平成26年5月22日 令和3年3月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03269

24 船橋興産株式会社
代表取締役
髙橋政行

千葉県船橋市高瀬町３１番
地２

第01250008399号 令和1年9月10日 令和1年9月10日 令和8年8月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=595946

25 ミヤマ株式会社
代表取締役
南克明

長野県長野市稲里一丁目５
番地３

第01250000553号 平成30年6月8日 平成30年6月8日 令和7年4月15日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u5.php?UserID=00389

26 株式会社旭商会
代表取締役
市川公豪

神奈川県相模原市中央区
宮下本町三丁目２８番１４号

第01250002378号 平成28年1月25日 平成28年1月25日 令和4年11月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01776

27
株式会社日成ストマック・トー
キョー

代表取締役
畠山孟賛

東京都江戸川区東葛西三
丁目１７番１５号

第01250026957号 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和5年10月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=21806

28 三協興産株式会社
代表取締役
堀切勇真

神奈川県川崎市川崎区扇
町１２番３号

第01250000685号 平成25年10月8日 平成25年9月10日 令和2年10月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60033

29 株式会社タケエイ
代表取締役
阿部光男

東京都港区芝公園二丁目４
番１号Ａ－１０階

第01250003455号 平成27年8月26日 平成27年8月26日 令和4年7月22日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65131

30 千葉オイレッシュ株式会社
代表取締役
野村進一

千葉県君津市笹１２６６番地 第01250010783号 平成28年2月23日 平成28年2月23日 令和4年12月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=08419

31 株式会社東産業
代表取締役
渡辺隆之

神奈川県横浜市港北区新
吉田町１９８番地

第01250002272号 平成28年3月4日 平成28年3月4日 令和5年1月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01702

32 日本ダスト株式会社
代表取締役
吉野建介

神奈川県川崎市川崎区鋼
管通二丁目２番２号

第01250000920号 平成29年6月21日 平成29年6月21日 令和6年6月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00672

33 株式会社シンシア
代表取締役
中西雄三

東京都品川区南大井六丁
目２６番３号

第01250003072号 令和1年9月20日 令和1年9月20日 令和8年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60189

34 日本環境開発株式会社
代表取締役
久次道博

千葉県千葉市稲毛区山王
町４２３番地の１７

第01250015690号 平成30年7月27日 平成30年7月27日 令和7年6月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=12299

35 株式会社ハチオウ
代表取締役
森裕子

東京都八王子市四谷町１９
２７番地２

第01250003177号 平成25年8月12日 平成25年7月10日 令和2年8月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02363

36 環境通信輸送株式会社
代表取締役
清水健一郎

埼玉県さいたま市大宮区下
町二丁目６１番地

第01250000632号 令和2年4月22日 令和2年4月22日 令和9年3月2日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00450

37
株式会社環境システムサー
ビス

代表取締役
加藤愼次郎

東京都八王子市横川町１０
７６番地

第01250004045号 平成30年2月22日 平成30年2月22日 令和6年12月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03059
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38 株式会社シヨーモン
代表取締役
松澤敏也

埼玉県さいたま市見沼区大
字片柳１０４５番地の１

第01250006070号 平成30年9月4日 平成30年9月4日 令和7年8月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u6.php?UserID=60369

39 木幡興業株式会社
代表取締役
木幡毅

埼玉県三郷市早稲田二丁
目１３番地３

第01250000368号 平成31年2月20日 平成31年2月20日 令和8年1月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00250

40 株式会社平賀興業所
代表取締役
平賀義一

神奈川県横浜市鶴見区朝
日町一丁目１７番地３

第01250003956号 平成28年5月18日 平成28年5月18日 令和5年5月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=231425

41 株式会社太陽油化
代表取締役
石田太平

東京都板橋区三園二丁目１
２番２号

第01250005945号 平成29年5月10日 平成29年5月10日 令和6年3月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04566

42 株式会社山一商事
代表取締役
松本大輔

東京都港区六本木七丁目１
５番１４号

第01250017919号 平成27年6月25日 平成27年6月25日 令和4年5月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14131

43 株式会社クレハ環境
代表取締役
佐野健

福島県いわき市錦町四反田
３０番地

第01250004159号 平成27年11月27日 平成27年11月27日 令和4年8月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60268

44 株式会社環境技研
代表取締役
能登祥文

東京都板橋区板橋４－１２
－１７

第01250000419号 平成27年3月11日 平成27年3月11日 令和4年3月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=116602

45 千葉興産株式会社
代表取締役
岩楯保

千葉県千葉市美浜区新港２
４９番地７

第01250010476号 令和1年9月3日 令和1年9月3日 令和8年8月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=313028

46 高俊興業株式会社
代表取締役
高橋潤

東京都中野区新井一丁目１
１番２号

第01250004823号 平成27年11月6日 平成27年11月6日 令和4年10月13日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03667

47
日本産業廃棄物処理株式会
社

代表取締役
重田和夫

静岡県静岡市葵区牧ヶ谷２
４６５番地

第01250002294号 平成30年4月23日 平成30年4月23日 令和7年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804930

48 株式会社日環
代表取締役
長野榮夫

栃木県宇都宮市インター
パーク四丁目７番地６

第01250002953号 平成26年3月29日 平成26年3月14日 令和3年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=84948

49 あしがら環境保全株式会社
代表取締役
加藤誠一

神奈川県南足柄市狩野４８
６

第01250002434号 平成28年10月27日 平成28年10月27日 令和5年10月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01823

50 株式会社ノース
代表取締役
北一平

千葉県佐倉市中志津三丁
目３７番７号

第01250010579号 令和1年5月21日 令和1年5月21日 令和8年3月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=449925

51
日本医療衛生サービス株式
会社

代表取締役
宮田喜代美

東京都豊島区西池袋二丁
目２９番１９号

第01250002019号 令和2年4月19日 令和2年3月27日 令和9年4月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01507

52 株式会社ダイセキ
代表取締役
柱秀貴

愛知県名古屋市港区船見
町１番地８６

第01260002742号 平成27年11月20日 平成27年11月20日 令和4年10月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02051

53
ジャパンクリーンテック株式会
社

代表取締役
杉田昭義

千葉県市原市惣社壱丁目１
番地２２

第01250001025号 令和2年4月1日 令和2年3月23日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00743

54 有限会社スズキサービス
代表取締役
鈴木正己

千葉県松戸市稔台五丁目１
５番地１７

第01250024295号 平成29年7月12日 平成29年7月12日 令和6年7月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=19479

55
株式会社アドバンティク・レ
ヒュース

代表取締役
堀切勇真

群馬県前橋市泉沢町１２５０
番地１６

第01250000535号 平成27年11月6日 平成27年11月6日 令和4年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00373

56 株式会社金谷興油
代表取締役
金谷晴好

群馬県太田市細谷町３３６
番地１

第01250008668号 平成25年12月20日 平成25年12月20日 令和2年12月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=952872

57 東武商事株式会社
代表取締役
小林増雄

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆ
めみ野東四丁目４番地４

第01250005377号 平成28年3月4日 平成28年3月4日 令和5年3月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04130
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58 イコールゼロ株式会社
代表取締役
林宏道

長野県長野市大字大豆島４
０２０番地３

第01250000364号 平成27年9月16日 平成27年9月16日 令和4年8月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00247

59 共同ガス株式会社
代表取締役
森塚実

千葉県千葉市稲毛区山王
町２３２番地９

第01250003570号 平成30年6月19日 平成30年6月19日 令和7年5月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u7.php?UserID=02668

60 株式会社エスアール
代表取締役
渋谷清心

神奈川県厚木市上依知１２
６０番地１

第01250000226号 平成31年2月6日 平成31年2月6日 令和7年11月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=372656

61 株式会社福井商店
代表取締役
赤羽敏宏

東京都千代田区内神田二
丁目４番２号

第01250018626号 平成28年3月16日 平成28年3月16日 令和5年1月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14732

62 株式会社ヤマキ
代表取締役
菊田勝實

埼玉県熊谷市三ケ尻字新
山３８８４番地

第01250003017号 平成31年1月18日 平成31年1月18日 令和7年10月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u11.php?UserID=02244

63 松田産業株式会社
代表取締役
松田芳明

東京都新宿区西新宿一丁
目２６番２号

第01250000192号 平成25年11月29日 平成25年11月29日 令和2年10月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00125

64 株式会社ナリコー
代表取締役
加瀨敏雄

千葉県成田市三里塚光ケ
丘１番地１３３１

第01250004245号 平成25年12月6日 平成25年10月25日 令和2年12月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03220

65
株式会社都市環境エンジニア
リング

代表取締役
新川研

東京都江東区木場五丁目６
番３５号

第01250017260号 令和1年9月3日 令和1年9月3日 令和8年7月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=13572

66 株式会社伊東商事
代表取締役
伊東博幸

茨城県土浦市西根南２－１
１－２１

第01250001495号 平成29年1月10日 平成29年1月10日 令和5年11月23日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=770814

67 シグマテック株式会社
代表取締役
深江伯史

東京都中央区日本橋富沢
町５番４号

第01250001002号 平成26年6月18日 平成26年6月18日 令和3年5月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=115136

68 株式会社新東京開発
代表取締役
岩戸禎二

千葉県松戸市常盤平陣屋
前３番地の２１

第01250005758号 平成29年1月13日 平成29年1月13日 令和5年10月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=885080

69 株式会社イゾイ
代表取締役
井副隆興

東京都江戸川区東葛西一
丁目１６番３号

第01250003294号 平成30年9月20日 平成30年9月20日 令和7年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u8.php?UserID=02462

70
株式会社アイザック・トランス
ポート

代表取締役
北山英人

富山県富山市米田町一丁
目６番３０号

第01250000485号 平成27年10月5日 平成27年10月5日 令和4年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00337

71
ステリサイクルＭＥＤ株式会
社

代表取締役
ミラー・シン
ディー・ジェー

栃木県鹿沼市茂呂６５９番
地１９

第01250001669号 平成25年12月5日 平成25年12月5日 令和2年10月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01236

72
エコシステムジャパン株式会
社

代表取締役
石川統一

東京都千代田区外神田四
丁目１４番１号

第01250002613号 平成25年12月4日 平成25年12月4日 令和2年11月9日 http://www.ecosystem-japan.jp/

73 株式会社フィルテック
代表取締役
澤田裕二

岐阜県可児市広見一丁目４
７番地

第01250003571号 平成30年1月15日 平成30年1月15日 令和7年1月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02669

74
株式会社サン・クリーンサー
ビス

代表取締役
山浦良一

千葉県千葉市稲毛区山王
町２８９番地１

第01250020451号 平成28年9月27日 平成28年9月27日 令和5年6月7日 http://www.sas-group.jp/

75
株式会社クワバラ・パンぷキ
ン

代表取締役
桑原幹夫

埼玉県さいたま市中央区本
町西四丁目１１番１０号

第01250005346号 平成31年1月25日 平成31年1月25日 令和7年10月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=360978

76 有限会社フロンティア
代表取締役
小森康一

東京都足立区辰沼二丁目１
７番７号

第01250011907号 平成26年11月14日 平成26年11月14日 令和3年10月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=09232

77 株式会社京葉総業
代表取締役
小出勉

千葉県船橋市高根町２７１２
番地１

第01250026079号 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和6年2月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=275101
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78 千葉クリーン株式会社
代表取締役
伊藤達也

千葉県印西市別所６１番地 第01250027857号 平成30年3月30日 平成30年3月30日 令和7年3月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01203

79
有限会社四季コーポレーショ
ン

代表取締役
立原誠

千葉県千葉市緑区平山町４
５８番地

第01250030296号 平成29年7月27日 平成29年7月27日 令和6年6月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=24406

80 コトブキ環境株式会社
代表取締役
吉田昌美

東京都江戸川区新木場二
丁目１１番３号

第01250018220号 平成30年9月13日 平成30年8月20日 令和7年9月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u9.php?UserID=73470

81 株式会社リバース
代表取締役
都外川智徳

東京都板橋区舟渡４丁目１
６番９号

第01250029332号 平成28年7月22日 平成28年7月22日 令和5年7月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=23563

82 株式会社千葉環境ビジネス
代表取締役
飯島伸行

千葉県千葉市緑区あすみが
丘東一丁目２８番１５号

第01250041256号 平成28年9月1日 平成28年9月1日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

83 株式会社ヤマゼン運輸
代表取締役
奥田貴光

三重県伊賀市予野字西出２
７００番地の１

第01250033499号 平成31年3月18日 平成31年3月18日 令和8年3月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=27241

84 株式会社ＩＷＤ
代表取締役
杉山孝

神奈川県海老名市大谷北
二丁目１番４６号

第01250001059号 令和2年4月1日 令和元年12月17日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00771

85 オーエム通商株式会社
代表取締役
岡村睦夫

東京都八王子市小津町１０
６番地１

第01250001865号 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和6年10月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01390

86 喜楽鉱業株式会社
代表取締役
小宮山茂幸

滋賀県湖南市石部口二丁
目７番３３号

第01250004194号 平成29年3月31日 平成29年3月31日 令和6年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60271

87 株式会社総合サービス
代表取締役
井上史子

埼玉県北足立郡伊奈町大
字小室７０６３番地５

第01250046448号 令和1年8月20日 令和1年8月20日 令和8年7月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=38905

88 株式会社東京クリアセンター
代表取締役
熊木浩

東京都千代田区永田町二
丁目４番３号
永田町ビル９階

第01250032186号 平成27年5月19日 平成27年5月19日 令和4年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=26075

89 株式会社セオス
代表取締役
遠藤恭三

群馬県邑楽郡板倉町大字
岩田２２５９番地４

第01250030670号 平成29年2月20日 平成29年2月20日 令和5年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=414034

90 リサイクルセンター株式会社
代表取締役
大天広正

大阪府東大阪市布市町二
丁目１番４０号

第01250008395号 令和2年5月18日 令和2年5月18日 令和9年3月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65149

91 丸両自動車運送株式会社
代表取締役
青木千加士

静岡県静岡市清水区横砂
西町１０番６号

第01250002267号 平成30年5月8日 平成30年5月8日 令和7年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u10.php?UserID=85551

92 株式会社トモノ
代表取締役
友野浄二

埼玉県白岡市篠津９５５番
地１

第1250040882号 平成28年11月11日 平成28年11月11日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=23563

93 株式会社ケイ・エム環境
代表取締役
宮田仁史

埼玉県吉川市大字三輪野
江２３００番地１

第01250018949号 平成29年5月10日 平成29年5月10日 令和6年3月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=15025

94 株式会社ユアサロジテック
代表取締役
栃尾祐典

大阪府高槻市高西町５番８
号

第01250017035号 平成26年10月8日 平成26年10月8日 令和3年7月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=13385

95 有限会社飯盛商店
代表取締役
飯島宗久

神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町１２番１４号

第01250000198号 令和2年6月5日 令和2年5月25日 令和9年6月4日 http://www.iimori.co.jp

96 株式会社森商事
代表取締役
森史朗

福岡県大牟田市大字草木１
２６３番地

第01250000663号 平成26年3月25日 平成26年3月25日 令和3年3月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=564836

97 株式会社ハイシステム
代表取締役
宇藤雄一

東京都板橋区坂下３－４－
１

第01250009530号 平成27年3月31日 平成27年3月31日 令和4年2月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=07428
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98 株式会社ナガタ
代表取締役
長田博正

千葉県市原市姉崎海岸４２
番地

第01250068251号 平成26年11月20日 平成26年11月20日 令和3年11月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=385378

99 株式会社新生
代表取締役
星川晴康

埼玉県比企郡滑川町都２５
－２１

第01250012646号 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=595749

100 仙台環境開発株式会社
代表取締役
櫻井慶

宮城県仙台市青葉区二日
町２番２７号

第01250052901号 平成27年2月27日 平成27年2月27日 令和4年1月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=44846

101 株式会社小林茂商店
代表取締役
小林弘之

埼玉県熊谷市今井１１０６番
地

第01250034002号 平成30年4月19日 平成30年4月19日 令和7年2月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u11.php?UserID=27693

102 株式会社大環サービス
代表取締役
橋本修

神奈川県大和市柳橋四丁
目２番１９号

第01250008491号 令和1年6月12日 令和1年6月12日 令和8年6月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=06591

103 タガミエコ株式会社
代表取締役
田上雅弘

埼玉県加須市鴻茎１９３番
地

第01250054959号 令和1年5月14日 令和1年5月14日 令和8年3月28日 http://www.tagami-eco.co.jp

104 高砂企画株式会社
代表取締役
渡辺俊一

東京都品川区大崎一丁目２
０番１５号

第01250001777号 平成31年3月19日 平成31年3月19日 令和8年2月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=238683

105 株式会社アルファサポート
代表取締役
福田寛栄

埼玉県北足立郡伊奈町大
字小室７０６５番地１

第01250040395号 平成29年9月26日 平成29年9月26日 令和6年9月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=420786

106 株式会社アサヒ開発
代表取締役
内藤利永子

神奈川県横浜市瀬谷区二ツ
橋町３８１－１

第01250075675号 平成28年11月22日 平成28年11月22日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

107 早来工営株式会社
代表取締役
小松稔明

神奈川県川崎市川崎区扇
町６-１

第01250001169号 平成28年10月12日 平成28年10月12日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00854

108
日本メディカル・ウェイスト・マ
ネジメント株式会社

代表取締役
金原曉治

東京都港区芝１－１５－１４ 第01250001817号 平成28年11月25日 平成28年11月25日 令和5年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=311040

109 サンワリューツー株式会社
代表取締役
谷口隆司

愛知県刈谷市一里山町家
下８０番地

第01250005459号 平成26年4月18日 平成26年4月18日 令和3年2月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04182

110 浦和新日環商事株式会社
代表取締役
油布達也

埼玉県さいたま市緑区大字
三室２４５９番地

第01250005482号 令和2年2月10日 令和2年2月10日 令和9年1月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04200

111 長野喜楽鉱業株式会社
代表取締役
小宮山雅弘

長野県塩尻市大字広丘吉
田２９０２番地の３

第01250008342号 平成25年6月6日 平成25年6月6日 令和2年5月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=493468

申請中（６／１現在）

112 株式会社ケイエスアイ
代表取締役
石子雅則

東京都大田区東糀谷五丁
目２番１６号

第01250045747号 令和1年10月4日 令和1年10月4日 令和8年9月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=903102

113 株式会社小暮商店
代表取締役
小暮直樹

埼玉県深谷市原郷２６７番
地

第01250012507号 平成29年11月27日 平成29年11月27日 令和6年9月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=09702

114 手塚産業株式会社
代表取締役
手塚治

神奈川県川崎市川崎区塩
浜三丁目１５番６号

第01250005634号 平成30年9月1日 平成30年8月30日 令和7年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04320

115 株式会社市原ニューエナジー
代表取締役
杉田昭義

千葉県市原市万田野７３３
番地

第01250137658号 平成30年1月23日 平成30年1月23日 令和6年9月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=198553

116
静和ケミカルサービス株式会
社

代表取締役
和波剛

静岡県静岡市駿河区豊田
二丁目７－９

第01250051046号 平成28年4月27日 平成28年4月27日 令和5年1月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=704413

117
株式会社リサイクル・ネット
ワーク

代表取締役
大久保茂忠

東京都大田区大森北一丁
目１番５号
ＢＵＲＧ大森１Ｆ

第01250125046号 平成28年6月24日 平成28年6月24日 令和5年6月14日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=401684
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118 トライマテリアル株式会社
代表取締役
青木秀夫

東京都大田区京浜島二丁
目１９番１０号

第01250128962号 平成31年3月29日 平成31年3月4日 令和8年3月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=468272

119 新潟メスキュード株式会社
代表取締役
佐藤弘

新潟県新潟市西区寺尾東
一丁目１９番１９号

第01250002903号 平成28年11月10日 平成28年11月10日 令和5年9月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=452685

120 東伸産業株式会社
代表取締役
猪狩性市

千葉県鎌ケ谷市中央二丁
目１５番６９号

第01250133946号 平成31年1月18日 平成31年1月18日 令和8年1月7日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u12.php?UserID=511656

121 株式会社コーシンサービス
代表取締役
青島邦信

静岡県磐田市笠梅１２２０番
地１８

第01250002577号 令和1年5月21日 令和1年5月21日 令和8年4月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01925

122 日重環境株式会社
代表取締役
松原豊

富山県高岡市吉久一丁目１
番１４５号

第01250001349号 平成29年10月31日 平成29年10月31日 令和6年6月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=301316

123 株式会社浜田
代表取締役
濱田篤介

大阪府高槻市柱本３丁目８
番６号

第01250009139号 平成28年5月26日 平成28年5月26日 令和5年3月27日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=07126

124 Ｐ・Ｓ・Ｃリサイクル株式会社
代表取締役
初谷真一

栃木県小山市大字犬塚５４
番地２

第01250152636号 平成31年1月8日 平成31年1月8日 令和7年11月11日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u12.php?UserID=578101

125 ジャパンウェイスト株式会社
代表取締役
岡本　芳彦

東京都千代田区丸の内１－
７－１２

第01250144464号 平成28年6月17日 平成28年6月17日 令和5年4月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=572784

126 株式会社ＫＡＷＡＲＹＯ　ＰＧＭ
代表取締役
飯田紀行

静岡県浜松市西区湖東町５
８５０番地　２Ｆ

第01250148813号 平成28年9月15日 平成28年9月15日 令和5年8月17日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=654054

127 株式会社フジ・トレーディング
代表取締役
大羽敬子

東京都東大和市向原四丁
目２９番地の９

第01250068512号 平成29年2月17日 平成29年2月17日 令和6年1月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=705641

128 トーテツ興運株式会社
代表取締役
鶴見敏明

栃木県小山市大字横倉５９
０番地２

第01250161384号 平成30年2月22日 平成30年2月22日 令和6年12月25日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=432199

129 宮坂産業株式会社
代表取締役
宮坂竜司

大阪府大阪市北区豊崎一
丁目１１番２５号

第01250015965号 平成30年11月22日 平成30年11月22日 令和7年11月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u14.php?UserID=242403

130 富士石油運輸株式会社
代表取締役
服部尊好

愛知県大府市北崎町井田５
８番地の２

第01250004145号 令和1年5月13日 令和1年5月13日 令和8年5月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=686682

以下余白

20 / 23 ページ



産業廃棄物処分業

1 高俊興業株式会社
代表取締役
高橋　潤

東京都中野区新井一丁目１
１番２号

第01220004823号 平成27年10月26日 平成27年10月26日 令和4年9月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03667

2 株式会社メイナン
代表取締役

田　玲子
千葉県市原市岩崎二丁目２
１番地１８

第01220045077号 平成29年3月31日 平成29年3月31日 令和6年3月29日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85511

3 株式会社ダイセキ
代表取締役
柱　秀貴

愛知県名古屋市港区船見
町１番地８６

第01220002742号 平成27年2月18日 平成27年2月18日 令和3年10月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02051

4 フェニックスメタル株式会社
代表取締役
長谷部　信之

東京都千代田区大手町一
丁目７番２号 東京サンケイ
ビル１５階

第01220002082号 平成30年7月3日 平成30年7月3日 令和7年2月28日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01549

5 株式会社タケエイ
代表取締役
山口　仁司

東京都港区芝公園二丁目４
番１号Ａ－１０階

第01220003455号 平成26年5月15日 平成26年5月15日 令和3年3月5日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=65131

6 千葉オイレッシュ株式会社
代表取締役
野村　進一

千葉県君津市笹１２６６番地 第01220010783号 平成29年7月6日 平成29年7月6日 令和6年4月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=08419

7 株式会社IWD
代表取締役
杉山　孝

神奈川県海老名市大谷北
二丁目１番４６号

第01220001059号 令和2年2月18日 令和2年2月18日 令和8年10月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=00771

8 エコシステム千葉株式会社
代表取締役
大池　秀和

千葉県袖ケ浦市長浦字拓
一番１号５１

第01220004473号 平成25年7月4日 平成25年7月4日 令和2年6月17日
http://www.dowa-
eco.co.jp/business/waste/evaluati
on/ecosystem_chiba.html

※

9
株式会社サン・クリーンサー
ビス

代表取締役
山浦　良一

千葉県千葉市稲毛区山王
町２８９番地１

第01220020451号 平成28年9月21日 平成28年9月21日 令和5年6月24日 http://www.sas-group.jp/

10 東港金属株式会社
代表取締役
福田　隆

東京都大田区京浜島二丁
目２０番４号

第01220018874号 平成26年3月27日 平成26年3月27日 令和3年2月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=136398

11 有限会社妻本商店
代表取締役
妻本　竜志

千葉県鴨川市浜荻４３０番
地１

第01220054549号 平成26年3月27日 平成26年3月27日 令和3年3月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=430373

12 大同産業株式会社
代表取締役
市原　照公

千葉県八街市八街へ１９９
番地の２５６

第01220003541号 平成26年6月10日 平成26年6月10日 令和3年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=437893

13 株式会社エコ・フード
代表取締役
熱田　唯史

千葉県匝瑳市川辺２０８番
地１

第01220073432号 平成30年3月27日 平成30年3月27日 令和7年2月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=85132

14 株式会社山一商事
代表取締役
松本　大輔

東京都港区六本木七丁目１
５番１４号

第01230017919号 平成26年10月22日 平成26年10月22日 令和3年10月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14131

15 株式会社東亜オイル興業所
代表取締役
安池　慎一郎

千葉県八千代市上高野１７
２８番地５

第01220005637号 平成29年8月21日 平成29年8月21日 令和6年7月18日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04323

16 株式会社新東京開発
代表取締役
吉田　要

千葉県松戸市常盤平陣屋
前３番地の２１

第01220005758号 平成27年2月19日 平成27年2月19日 令和3年12月21日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=885080

17
株式会社市川環境エンジニア
リング

代表取締役
岩楯保

千葉県市川市田尻二丁目１
１番２５号

第01220002661号 平成27年4月10日 平成27年4月10日 令和4年4月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=01984
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18 木材開発株式会社
代表取締役
谷　正剛

大阪府大阪市住之江区新
北島三丁目６番４５号

第01220003319号 平成27年7月21日 平成27年7月21日 令和4年7月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=575241

19
三友プラントサービス
株式会社

代表取締役
小松　和史

神奈川県相模原市緑区橋
本台一丁目８番２１号

第01220000728号 平成27年3月25日 平成27年3月25日 令和4年3月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60037

20 開発化学工業株式会社
代表取締役
松菱　則嗣

千葉県松戸市紙敷三丁目１
２番地の１

第01220006653号 平成28年7月12日 平成28年7月12日 令和5年6月20日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=05132

21 株式会社加藤商店
代表取締役
加藤　芳秀

千葉県山武市松尾町谷津２
番地

第01220005688号 平成28年9月1日 平成28年9月1日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804992

22 株式会社ハセガワ
代表取締役
笠川　修造

千葉県習志野市大久保一
丁目６番２号

第01220032268号 平成28年12月20日 平成28年12月20日 令和5年8月31日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=726051

23 エコクリーン株式会社
代表取締役
山﨑　忠一

千葉県茂原市下太田１３１１
番地１

第01220120773号 平成29年3月31日 平成29年3月31日 令和6年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=681353

24 株式会社富澤商店
代表取締役
富澤　洋

千葉県千葉市花見川区幕
張本郷二丁目２番２０号

第01220042576号 平成29年10月19日 平成29年10月19日 令和6年5月9日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=677643

25 株式会社市原ニューエナジー
代表取締役
杉田　昭義

千葉県市原市万田野７３３
番地

第01220137658号 平成29年12月13日 平成29年12月13日 令和6年10月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=198553

26 千種興産株式会社
代表取締役
麻薙　重彦

千葉県市原市千種海岸７番
地３

第01220005690号 平成29年9月7日 平成29年9月7日 令和6年6月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04368

27 株式会社ナリコー
代表取締役
加瀨　敏雄

千葉県成田市三里塚光ケ
丘１番地１３３１

第01220004245号 平成29年9月7日 平成29年9月7日 令和6年7月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03220

28 有限会社スズキサービス
代表取締役
鈴木　正己

千葉県松戸市稔台五丁目１
５番地１７

第01220024295号 平成30年6月5日 平成30年6月5日 令和7年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=19479

29 株式会社錦織商店
代表取締役
錦織　好郎

千葉県富津市田倉４８３番
地２２

第01220069142号 平成30年8月2日 平成30年8月2日 令和7年8月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=745166

30 杉田建材株式会社
代表取締役
杉田　一夫

千葉県市原市万田野２６番
地

第01240018681号 平成30年8月7日 平成30年8月7日 令和7年8月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14779

31 株式会社佐倉環境センター
代表取締役
小出　英昭

千葉県佐倉市大作二丁目２
番地１

第01220031232号 平成31年1月7日 平成31年1月7日 令和8年1月6日 http://www.sakurakankyou.co.jp/

32 株式会社エコ・マイニング
代表取締役
瀬田　英博

千葉県八千代市上高野１７
８０番地

第01220105013号 平成30年10月11日 平成30年10月11日 令和7年7月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=799547

33 株式会社イタミエコテック
代表取締役
伊丹　正直

千葉県勝浦市杉戸６３９－１ 第01220036680号 平成30年11月13日 平成30年11月13日 令和7年10月8日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=350891

33 世紀東急工業株式会社
代表取締役
平　喜一

東京都港区芝公園二丁目９
番３号

第01220000986号 令和元年8月7日 令和元年8月7日 令和7年12月4日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60054

34 新和環境株式会社
代表取締役
梁川　哲

東京都新宿区西早稲田二
丁目２１番１２号

第01220023133号 令和2年2月25日 令和2年2月25日 令和9年2月12日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=18503

以下余白
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特別管理産業廃棄物処分業

1 株式会社ダイセキ
代表取締役
柱秀貴

愛知県名古屋市港区船見
町１番地８６

第01270002742号 平成27年2月18日 平成27年2月18日 令和3年10月19日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=02051

2 千種興産株式会社
代表取締役
麻薙重彦

千葉県市原市千種海岸７番
地３

第01270005690号 平成28年3月8日 平成28年3月8日 令和4年12月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04368

3 千葉オイレッシュ株式会社
代表取締役
野村進一

千葉県君津市笹１２６６番地 第01270010783号 平成28年2月23日 平成28年2月23日 令和4年12月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=08419

4 エコシステム千葉株式会社
代表取締役
大池　秀和

千葉県袖ケ浦市長浦字拓
一番１号５１

第01270004473号 平成25年7月4日 平成25年7月4日 令和2年6月17日
http://www.dowa-
eco.co.jp/business/waste/evaluati
on/ecosystem_chiba.html

※

5 株式会社ナリコー
代表取締役
加瀨敏雄

千葉県成田市三里塚光ケ
丘１番地１３３１

第01270004245号 平成26年2月17日 平成26年2月17日 令和2年12月16日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=03220

6
三友プラントサービス
株式会社

代表取締役
小松和史

神奈川県相模原市緑区橋
本台一丁目８番２１号

第01270000728号 平成27年3月25日 平成27年3月25日 令和4年3月24日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=60037

7 株式会社市原ニューエナジー
代表取締役
杉田　昭義

千葉県市原市万田野７３３
番地

第01270137658号 平成29年12月13日 平成29年12月13日 令和6年10月1日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=198553

8 杉田建材株式会社
代表取締役
杉田　一夫

千葉県市原市万田野２６番
地

第01270018681号 平成30年8月7日 平成30年8月7日 令和7年8月6日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=14779

9 株式会社加藤商店
代表取締役
加藤　芳秀

千葉県山武市松尾町谷津２
番地

第01270005688号 平成31年1月15日 平成31年1月15日 令和8年1月10日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=804992

10 株式会社東亜オイル興業所
代表取締役
安池　慎一郎

千葉県八千代市上高野１７
２８番地５

第01270005637号 平成31年4月10日 平成31年4月10日 令和8年1月26日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=04323

11 開発化学工業株式会社
代表取締役
松菱　則嗣

千葉県松戸市紙敷三丁目１
２番地の１

第01270006653号 令和1年6月7日 令和1年6月7日 令和8年3月30日
http://www2.sanpainet.or.jp/zyoho
u/index_u2.php?UserID=05132
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公開情報が閲覧できる
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