
 

 

 

 

（財）東京都環境整備公社は、「東京都環境科学研究所」「東京都地球温暖化防止活動推進センター」

など環境分野の事業を幅広く行う、東京都の環境施策を全般的に補完・代行する公益団体です。 

 

排出事業者の皆さまへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

全国初 第三者評価機関による「優良性基準適合認定制度」がスタート !  

 

（財）東京都環境整備公社は、東京都から「第三者評価機関」として指定を受け、 

産業廃棄物処理業者に対し、「経営的な面での取組」「管理面に関する取組」「廃棄

物処理に関する取組」に関する５０以上の評価項目により、厳正に評価・認定を行っ

ています。 

現在、２５９社の産業廃棄物処理業者を認定いたしました。 

 

わたしたちは「環境のトータルコーディネーター」です 

 

第三者が行う 

≪お問い合わせ先≫ 

東京都知事指定第三者評価機関  

財団法人 東京都環境整備公社  

優良性認定評価室  

TEL ０３－３６４４－１３８１ 

                            

 

 

 

 

 

 

     豊富な経験と高い知識による審査 

評価委員会にて認定 

「書面審査」「現地審査」の両方を実施し、  

信頼性の高い総合評価を行います。 

有識者や実務経験者などの専門家により、  

公正・公平に評価を認定します。 

地域社会や地球環境保全に貢献している、  

業界の優良な業者です。 
優良で信頼される処理業者 



優良性基準適合認定業者一覧表（21年度・22年度）

事業所名
認定
区分

事業所名
認定
区分

東京都 足立区 ㈱カネテツ エキスパート 収運 中間 東京都 港区 アビドレックス㈱ プロ 収運積

㈱協栄清水商店 エキスパート 収運積 中間 ㈱アルフォ エキスパート 中間

クリーンテックシオガイ東京㈱ プロ 収運 中間 ㈱ジ―・エス エキスパート 収運積 中間

㈱クルーズ プロ 収運積 中央通運㈱ エキスパート 収運

㈱黒姫 プロ 収運積 ㈱東京クリアセンター エキスパート 収運積 中間

㈱コーエイクリーン プロ 収運 東電環境エンジニアリング㈱ プロ 収運

㈱小早川運輸 エキスパート 収運積 東都運業㈱ エキスパート 収運積

㈱首都圏環境美化センター エキスパート 収運積 中間 トライマテリアル㈱ プロ 収運

白井エコセンター㈱ エキスパート 収運積 日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱ エキスパート 収運積・専

㈲髙松ハウス解体 プロ 収運 ㈱丸運 プロ 収運 中間

都築鋼産㈱ エキスパート 収運積 ㈱タケエイ エキスパート 収運

東栄興業㈱ プロ 収運積 目黒区 ㈱日本シルバー エキスパート 収運積・専

㈱東武クリエイティブ プロ 収運 ワイエム興業㈱ エキスパート 収運 中間

東武清掃㈱ プロ 収運 中間 あきる野市 成友興業㈱ エキスパート 収運 中間

㈱長岡商店 エキスパート 収運 中間 稲城市 ㈱エコ・ファクトリー エキスパート 中間

日本衛生㈱ プロ 収運積・専 中間 ㈱ペエックス プロ 収運積・収運専 中間

㈱フォレスト エキスパート 収運 中間 羽村市 ㈲小作物産 プロ 収運積

㈲フロンティア エキスパート 収運積 中間 丸順商事㈲ プロ 収運

㈱丸三興業 プロ 収運 国立市 ㈱リスト プロ 収運積・専 中間・専

㈱宮本商店 プロ 収運積 狛江市 ㈱加藤商事 プロ 収運積 中間

㈲山正 プロ 収運積 三鷹市 環衛サービス㈱ プロ 収運

板橋区 大友運輸㈱ エキスパート 収運積 中間 昭島市 ㈲貴藤 エキスパート 収運積 中間

㈱環境テコム エキスパート 収運・専 清瀬市 クリーンサービス㈱ エキスパート 収運

㈱太陽油化 プロ 収運積 中間 西多摩郡 ㈱エコワスプラント エキスパート 収運積 中間

㈱仲村工業 プロ 収運 ㈱小谷中 プロ 収運 中間

那須興産㈲ プロ 収運積 中間 青梅市 ㈲杉山建設興業 プロ 収運

㈱ハイシステム プロ 収運積・専 多摩市 多摩興運㈱ エキスパート 収運積

㈱増渕商店 エキスパート 収運積 中間 町田市 ㈱三櫻 プロ 収運

丸豊工業㈱ プロ 収運積 ㈱三凌商事 エキスパート 収運

㈱メイシン プロ 収運 中間 ㈱町田清掃社 エキスパート 収運

㈱リバース エキスパート 収運積・専 調布市 木村建材工業㈱ プロ 収運積

江戸川区 ㈱泉土木 エキスパート 収運 ㈱川上商店 エキスパート 収運 中間

㈱イゾイ エキスパート 収運積 中間 東久留米市 ㈱メディカルスリー エキスパート 収運・専

上総商産㈱　 プロ 収運 大生運輸㈱ プロ 収運積

㈱京葉興業 エキスパート 収運積 中間 ㈲八栄興業 エキスパート 収運積 中間

三東運輸㈱ プロ 収運積 中間 東村山市 加藤商事㈱ エキスパート 収運積

㈱田中商会 エキスパート 収運 千葉企業㈱ プロ 収運積

㈱チップ興業 プロ 収運 日興紙業商事㈱ プロ 収運積

東京名鉄カーゴサービス㈱ プロ 収運 東大和市 ㈱フジ・トレーディング エキスパート 収運積

東葉産業㈱ プロ 収運 八王子市 オーエム通商㈱ エキスパート 収運積 中間

㈱ナンセイ プロ 収運 ㈱環境システムサービス エキスパート 収運積

日盛運輸㈱ エキスパート 収運積 ㈱完山金属 プロ 収運積

㈱日成ストマック・トーキョー エキスパート 収運積 中間 ㈲島村商店 プロ 収運積 中間

㈱春江 エキスパート 収運積 中間 青南建設㈱ プロ 収運 中間

ヨシヤコーポレーション㈱ エキスパート 収運積 中間 ㈱第一資源 プロ 収運

大田区 ㈲岸本興業 エキスパート 収運積 ㈱日動エコプラント エキスパート 収運 中間

㈱ケイエスアイ エキスパート 収運積 中間 ㈱ハチオウ エキスパート 収運積・専 中間・専

京浜運送㈱ プロ 収運 府中市 相田化学工業㈱ エキスパート 収運積・専 中間

㈲コヤマ商店 プロ 収運 大久保興業㈱ エキスパート 収運

㈱昇鋭 プロ 収運 武蔵村山市 ㈲大空土木 エキスパート 収運

㈱伸榮産業 エキスパート 収運積 中間 ㈱大空リサイクルセンター エキスパート 中間

㈱大龍金属 プロ 収運積 中間 ㈱小島八十二商店 プロ 収運 中間

東港金属㈱ エキスパート 収運積 中間 ㈲新城重機 プロ 収運

㈱永野紙興 エキスパート 収運積 中間 比留間運送㈱ プロ 収運積 中間

㈱西商店 エキスパート 収運積 中間 立川市 ㈱田邉商店 エキスパート 収運 中間

日栄産業㈱ エキスパート 収運積 中間 毎床アドバンス㈱ プロ 収運積 中間

㈱日本資材 エキスパート 収運 前田金属工業㈱ エキスパート 収運 中間

富士炉材㈱ エキスパート 収運 埼玉県 上尾市 ㈱共同土木 エキスパート 収運

横浜トランスポート㈱ プロ 収運 入間市 ㈱コーシンメディカルサポート プロ 収運・専

㈱リサイクル・ネットワーク プロ 収運 春日部市 協栄興業㈱ エキスパート 収運

㈱リサイクル・ネットワーク エキスパート 収運積 川越市 ㈱千足 エキスパート 収運

㈱リサイクル・ピア エキスパート 中間 熊谷市 ㈱ヤマキ プロ 収運

葛飾区 ㈱アンカーネットワークサービス プロ 収運 さいたま市 ㈱アイエフ物流サービス プロ 収運

石井商事㈱ エキスパート 収運 ㈱クワバラ・パンぷキン プロ 収運

大谷清運㈱ エキスパート 収運積 中間 ㈱エコ計画 プロ 収運

高嶺清掃㈱ エキスパート 収運 中間 坂戸市 ㈱富士企画 プロ 収運

高橋産業㈱ プロ 収運 所沢市 ㈱木下フレンド エキスパート 収運

㈱樽味商会 プロ 収運 中間 ㈱タイセイリサイクル プロ 収運

㈱ロジパルエクスプレス プロ 収運 ㈱タカヤマ プロ 収運

北区 ㈱トベ商事 エキスパート 収運積 中間 ㈱ユーワ エキスパート 収運

江東区 ㈱有明 エキスパート 収運 中間 ㈱ユーワ エキスパート 中間

有明興業㈱ エキスパート 収運 中間 戸田市 野崎興業㈱ プロ 収運

㈲コトブキ環境 エキスパート 収運積 中間 新座市 ㈱クマクラ プロ 収運

㈱大東運輸 プロ 収運積 日栄興産㈱ エキスパート 収運

㈱ダステックス プロ 収運 中間 ㈱武蔵野総業 プロ 収運

東京ボード工業㈱ エキスパート 中間 深谷市 ㈲柴﨑商事 エキスパート 収運

東京臨海リサイクルパワー㈱ エキスパート 中間・専 ふじみ野市 ㈱ウチダ エキスパート 収運

㈱都市環境エンジニアリング エキスパート 収運積 中間 三郷市 ㈱ケイ・エム環境 エキスパート 収運

中島運輸㈱ プロ 収運 ㈱三栄興業 エキスパート 収運

㈱日本協力 プロ 収運積 中間 八潮市 ティー・ビー・ロジスティックス㈱ エキスパート 収運

品川区 ㈱アール・イー・ハヤシ エキスパート 収運 中間 北足立郡 ㈱アルファサポート エキスパート 収運

品川運輸㈱ プロ 収運積 中間 ㈱総合サービス プロ 収運

㈱シンシア エキスパート 収運積・専 中間・専 南埼玉郡 越谷金属㈱ エキスパート 収運積

㈲スリーシープランニング エキスパート 収運積 神奈川県 伊勢原市 ㈱田中工務店 プロ 収運

高砂企画㈱ プロ 収運専・専 海老名市 ㈱ＩＷＤ エキスパート 収運

渋谷区 エース産業㈱ プロ 収運 川崎市 ㈱エバーグリーンライン エキスパート 収運

新宿区 栄和リサイクル㈱ エキスパート 収運 ㈲イワモト プロ 収運

関東通信輸送㈱ プロ 収運 ㈱光洲産業 エキスパート 収運

㈱キンセイ エキスパート 収運積 中間 ㈱三商 エキスパート 収運

新和環境㈱ エキスパート 収運 手塚産業㈱ プロ 収運

松田産業㈱ エキスパート 収運積 ㈱早船 プロ 収運

杉並区 栄和清運㈱ エキスパート 収運積 相模原市 ㈲コイデ解体 プロ 収運

㈱総合整備 エキスパート 収運積 中間 ㈱旭商会 エキスパート 収運

㈲ダスト商会 プロ 収運 中間 茅ヶ崎市 ㈱アオキミツル商事 プロ 収運

墨田区 ㈱亀田 エキスパート 収運 中間 横須賀市 ㈱リフレックス エキスパート 収運

㈱環境整備 エキスパート 収運 中間 横浜市 ㈱アサヒ開発 プロ 収運

㈱鈴徳 エキスパート 収運 中間 ㈲飯盛商店 エキスパート 収運

東京レンダリング協同組合 エキスパート 収運 中間 ㈱岩井解体興業 プロ 収運

㈱山正 プロ 収運 中間 ＪＦＥ環境㈱ エキスパート 収運

世田谷区 ㈱エコ・エイト プロ 収運積・専 中間 ㈱昌和プラント エキスパート 収運

㈱伸和運輸 プロ 収運積・専 ㈱テルム エキスパート 収運

㈱東海輸送　　　 プロ 収運 ㈱トキワ薬品化工 エキスパート 収運・専

台東区 コスモ理研㈱ エキスパート 収運・専 マイルド産業㈱ プロ 収運

中央区 ㈱オネスト エキスパート 収運 中間 愛甲郡 ㈲伸光産業 プロ 収運

シグマテック㈱ プロ 収運 千葉県 市川市 ㈱市川環境エンジニアリング エキスパート 収運

日進化成㈱ プロ 収運・専 ㈲松江興業 エキスパート 収運

日本サニテイション㈱ エキスパート 収運・専 市原市 ジャパンクリーンテック㈱ エキスパート 収運

日本サニテイション㈱ プロ 中間 千葉市 ㈱京葉クリーンセンター プロ 収運

バイオエナジー㈱ エキスパート 中間 ㈲四季コーポレーション プロ 収運

千代田区 大平興産㈱ エキスパート 収運 千葉テクノサービス㈱ プロ 収運

中田屋㈱ エキスパート 中間 成田市 ㈱ナリコー プロ 収運

㈱那須商会 エキスパート 収運積 中間 野田市 エバークリーン㈱ プロ 収運

㈱一丌二総業 プロ 収運積 エバークリーン㈱ エキスパート 収運

広陽サービス㈱ プロ 収運積 中間 ㈲ユウエイ社 プロ 収運

広陽サービス㈱ エキスパート 収運積 中間 松戸市 ㈲スズキサービス エキスパート 収運

㈱ティーオール プロ 収運 八千代市 ㈱東亜オイル興業所 エキスパート 収運
日高工業㈱ プロ 収運積 山武市 ㈲サン・ウッド環境 プロ 収運・専
㈱福井商店 エキスパート 収運 茨城県 守谷市 ㈲梅木商会 エキスパート 収運

㈱リーテム エキスパート 収運 中間 前橋市 ㈱アドバンティク・レヒュース プロ 収運

豊島区 ㈱要興業 エキスパート 収運積 中間 邑楽郡 ウム・ヴェルト㈱ エキスパート 収運

日本医療衛生サービス㈱ エキスパート 収運・専 中間・専 東大阪市 三洋商事㈱ エキスパート 収運積 中間

中野区 小田商事㈱ プロ 収運 吹田市 丸嘉運輸倉庨㈱ プロ 収運

高俊興業㈱ エキスパート 収運 中間 長野県 長野市 直富商事㈱ エキスパート 収運

有信㈱ プロ 収運 福島県 いわき市 ㈱クレハ環境 エキスパート 収運積・専

練馬区 ㈱五十嵐商会 プロ 収運積 兵庨県 神戸市 アサヒプリテック㈱ エキスパート 収運

㈱五十嵐商会 エキスパート 収運積 愛知県 名古屋市 東海アールシー㈱ プロ 収運

東明興業㈱ エキスパート 収運 宮城県 仙台市 仙台環境開発㈱ エキスパート 収運

㈱実有輝 エキスパート 収運積 中間 京都市 日本ウエスト㈱ エキスパート 収運

㈱メッドトラスト東京 エキスパート 収運・専 ㈱日本シューター エキスパート 収運・専

※認定区分 ※業の区分

収運・・・収集運搬業(積替え保管を除く) 黒字・・・21年度認定業者

収運積・・収集運搬業(積替え保管を含む) 青字・・・22年度認定業者
専・・・・専門性評価基準適合業者

プロ・・・・・・・産廃プロフェッショナル

所在地 業の区分 所在地 業の区分

群馬県

大阪府

京都府

エキスパート・・・産廃エキスパート



東 京 都 
 各 位 
 

産業廃棄物処理業者の第三者評価制度の有効活用について 
 
 東京都では、今般、産業廃棄物の適正処理の促進を図るため、産業廃棄物処理業

者の第三者評価機関による優良性認定制度を創設しました。 
 平成 22年 2月には第 1回目として 183社が、平成 22年 12月には第 2回目とし
て 75社が認定されました。今後、毎年１回認定を行っていきます。 
 皆様におかれましては、本制度の趣旨を御理解いただき、産業廃棄物処理業者選

定の際に参考にしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 制度の概要などは、次のとおりです。 
 
１ 制度の概要 
 産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える

負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した

㈶東京都環境整備公社が評価・認定する制度。 
 
２ 認定区分・業者数 
 産廃エキスパート（トップランナー的業者）      １４４社 
 産廃プロフェッショナル（中核的役割を担う優良業者） １１５社 
  （※両方の区分で認定を受けている者がいる。） 
   
 
 
 
 
３ 認定の有効期間 
  ２年間（更新については３年間） 
 
 制度の詳細、認定業者の情報などにつきましては、東京都のホームページ 
 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/index.html  
をご覧ください。 

＜本制度に関する問い合わせ先＞ 
                     東京都環境局産業廃棄物対策課 
                     電話 03－5388－3586 

産廃エキスパート

産廃プロフェッショナル

都の許可を有する処理業者
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