杉並区の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者（普通ごみ）一覧表
令和4年3月16日現在
※廃棄物の種類について、普通ごみ以外（道路公園ごみ等）については、ごみ減量対策課へお問い合わせくださ
い。
（１）杉並区内に本社のある一般廃棄物収集運搬許可業者（普通ごみ）
許可
番号

業者名称

本社所在地

電話番号

1105 栄和清運 株式会社

東京都杉並区堀ノ内2丁目11番32号

03-3317-2281

216 有限会社 千代田商事

東京都杉並区今川3丁目22番10号

03-5310-1655

606 坂西運送 有限会社

東京都杉並区浜田山2丁目12番19号

03-3325-7831

915 株式会社 総合整備

東京都杉並区上荻1丁目22丁目8号

03-5347-2910

（２）杉並区内に支店のある一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表（普通ごみ）
許可
番号

業者名称

522 有限会社 真和商事

本社所在地
本社：東京都渋谷区初台1丁目28番11号

電話番号
03-5913-8557

支店：東京都杉並区堀ノ内1丁目12番8号
752 千葉企業 株式会社

本社：東京都東村山市廻田町1丁目2番17号

042-306-2183

支店：東京都杉並区下高井戸4丁目26番25号

03-5727-8182

（３）その他杉並区の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者一覧表（普通ごみ）
許可
番号

業者名称

本社所在地

電話番号

30

日本サニテイション 株式会社

東京都江東区新木場4丁目1番30号

03-5534-3521

42

太誠産業 株式会社

東京都豊島区南池袋3丁目14番11号中町ビル

03-3989-0098

54

株式会社 木下フレンド

埼玉県所沢市東所沢和田3丁目1-10

042-944-3737

60

株式会社 ワイエムエコフューチャー 埼玉県草加市青柳2丁目7番45号

048-933-3000

70

株式会社 五十嵐商会

東京都練馬区三原台2丁目1番27号

03-3922-7547

71

ヨシヤコーポレーション 株式会社

東京都江戸川区平井6丁目70番5号

03-3618-4481

72

中央資料 株式会社

東京都千代田区内神田2丁目8番4号

03-5436-6060

75

広陽サービス 株式会社

東京都江東区辰巳3丁目7番8号

03-5569-7117

77

株式会社 要興業

東京都豊島区池袋2丁目14番8号
池袋エヌエスビル

03-3986-5341

94

株式会社 丸三興業

東京都足立区中央本町2丁目9番8号

03-3849-6321

101 株式会社 ニッソー

東京都渋谷区本町1丁目20番2-508号

03-3378-0160

117 株式会社 伸和運輸

東京都世田谷区船橋7丁目20番14号

03-3482-8475

許可
番号

業者名称

本社所在地

電話番号

119 株式会社 増渕商店

東京都板橋区仲町16番8号

03-5968-4077

132 株式会社 成昇

東京都港区赤坂9丁目1番7-228号

03-3401-3728

143 株式会社 ＪＲ東日本環境アクセス

東京都台東区東上野3丁目4番12号

03-3836-1551

151 大谷清運 株式会社

東京都葛飾区水元1丁目3番13号

03-3600-5561

153 株式会社 東京クリアセンター

東京都千代田区永田町2丁目4番3号
永田町ビル9階

03-5157-1881

155 株式会社 春江

東京都江戸川区松江4丁目24番10号

03-5662-5353

179 高嶺清掃 株式会社

東京都葛飾区東立石3丁目5番1号

03-3696-7111

192 株式会社 協栄清水商店

東京都足立区佐野2丁目14番11号

03-3606-8380

198 有限会社 富岡商店

東京都練馬区旭町2丁目43番6号

03-3938-8180

205 株式会社 ヨシモリ

東京都足立区関原1丁目12番2号

03-3848-2345

218 株式会社 ランド環境

東京都足立区本木1丁目3番26号

03-3886-3707

226 有限会社 小宮興業

東京都足立区扇1丁目31番46号

03-3898-7871

227 白井エコセンター 株式会社

東京都足立区入谷5丁目16番28号

03-3857-0236

232 株式会社 サキュレ

東京都大田区仲池上1丁目24番7号

03-3777-4122

246 株式会社 辻商店

東京都足立区関原3丁目1番12号

03-3886-7573

252 株式会社 日本協力

東京都江東区潮見1丁目6番2号

03-3640-4777

256 那須興産 株式会社

東京都板橋区高島平2丁目2番9号

03-3936-7541

316 株式会社 イゾイ

東京都江戸川区東葛西1丁目16番3号

03-3687-6047

360 株式会社 小川商会

東京都中野区江原町1丁目25番11号

03-3951-3027

362 中野運輸 株式会社

東京都中野区丸山1丁目2番1号

03-3387-4356

474 竹下産業 株式会社

東京都足立区関原1丁目14番2号

03-3887-1761

492 株式会社 東高

東京都新宿区中井2丁目7番13号

03-3950-7531

493 株式会社 十河サービス

東京都板橋区南常盤台1丁目18番7号

03-5995-3701

547 株式会社 マツモト

東京都足立区梅田7丁目31番4号

03-3886-3916

556 株式会社 上山商事

東京都足立区保塚町2-23

03-3860-2211

575 株式会社 日比商店

東京都足立区関原1丁目15番6号

03-3886-1672

581 株式会社 ケイエスアイ

東京都大田区東糀谷5丁目2番16号

03-3744-7750

586 有限会社 スズキサービス

千葉県松戸市稔台5丁目15番17号

047-365-6356

許可
番号

業者名称

本社所在地

電話番号

630 毎床アドバンス 株式会社

東京都立川市若葉町3丁目71番1号

042-536-2379

650 有限会社 徳山産業

東京都大田区東糀谷3丁目9番17号

03-3741-3842

651 大友運輸 株式会社

東京都板橋区高島平6丁目2番5号

03-3979-2373

655 日本メンテナンス興業 株式会社

東京都大田区羽田5丁目6番10号

03-6423-6225

688 小田商事 株式会社

東京都中野区本町6丁目9番8号

03-3383-7371

724 丸豊工業 株式会社

東京都板橋区坂下1丁目36番8号

03-6913-0555

750 株式会社 明和運輸

東京都足立区宮城1丁目6番12号

03-3911-6126

765 株式会社 なかの

東京都足立区皿沼2丁目13番6号

03-3855-2875

778 株式会社 アール・イー・ハヤシ

東京都品川区東品川1丁目14番5号

03-3472-3054

799 石尾産業株式会社

東京都府中市住吉町2丁目12番4号

042-319-8257

805 株式会社 五美清掃

東京都西東京市北町5丁目9番4号

042-439-4366

822 株式会社 ＭＡ企画

東京都中野区上高田2丁目47番7号

03-6666-2966

832 石崎産業 株式会社

東京都足立区梅田3丁目20番8号

03-3887-2009

850 株式会社 利根川産業

東京都足立区入谷8丁目3番8号

03-3855-0732

856 斎藤商事 株式会社

東京都西東京市東伏見4丁目9番10号

042-465-8548

861 株式会社 藤栄

東京都板橋区三園1丁目51番15号

03-5383-3061

867 有限会社 野口興業

東京都足立区小台2丁目32番11号

03-3912-5720

873 株式会社 加藤商事

東京都狛江市東野川2丁目14番2号

03-3480-5111

876 株式会社 トーホークリーン

東京都渋谷区東4丁目9番18-204号

03-5466-8923

889 日本衛生 株式会社

東京都足立区入谷9丁目30番10号

03-3853-6061

893 株式会社 長岡商店

東京都足立区入谷2丁目19番7号

03-3857-9300

895 株式会社 ハイシステム

東京都板橋区坂下3丁目4番1号

03-3966-3950

909 高俊興業 株式会社

東京都中野区新井1丁目11番2号

03-3389-8172

912 株式会社 フォレスト

東京都足立区入谷9丁目3番17号

03-3896-5168

918 株式会社 井上

東京都世田谷区八幡山2丁目11番6号

03-3304-6364

932 日盛運輸 株式会社

東京都江戸川区篠崎町3丁目1番11号

03-3678-1100

933 株式会社 富士商事

東京都練馬区旭町2丁目22番2号

03-6906-7648

1009 株式会社 エール

東京都江東区辰巳3丁目7番8号

03-3521-2777

許可
番号

業者名称

本社所在地

電話番号

1018 株式会社 江栄

東京都世田谷区野毛2丁目3番8号

03-3705-9312

1023 株式会社 増建

東京都品川区東大井1丁目13番12号

03-3765-7858

1039 協栄クリーンサービス 株式会社

東京都足立区一ツ家3丁目1番11号

03-3860-5760

1046 株式会社 伸榮産業

東京都大田区東糀谷5丁目8番14号

03-3742-4503

1047 undertake 有限会社

千葉県千葉市稲毛区長沼原町716-2

043-250-8811

1051 株式会社 ジー・エス

東京都港区白金1丁目1番6号

03-5755-8853

1063 東邦興運 株式会社

東京都新宿区百人町1丁目11番24号

03-3362-2742

1068 株式会社 アールエムシー

埼玉県草加市谷塚上町213番1号

048-925-1212

1084 有限会社 秀栄産業

東京都足立区佐野1丁目4番15号

03-3628-6268

1093 株式会社 堀井整備

東京都足立区関原2丁目8番18号

03-5681-0341

1098 三東運輸 株式会社

東京都江戸川区篠崎町3丁目12番6号

03-3670-3101

1100 東都運業 株式会社

東京都葛飾区奥戸3丁目23番28号

03-3696-4611

1106 株式会社 一不二総業

東京都千代田区九段南4丁目2番9号
シルキーハイツ九段南701号室

03-5226-5057

1108 株式会社 雑用社

東京都足立区千住東1丁目2番5号

03-3888-0088

1124 株式会社 イッスイ

東京都足立区島根2丁目6番4号

03-3883-2221

1129 株式会社 伸光

東京都江戸川区松江6丁目3番14号

03-5678-5445

1136 株式会社 トベ商事

東京都北区王子5丁目10番1号

03-5902-3202

1146 藤ビルメンテナンス 株式会社

石川県金沢市増泉1丁目19番13号
支店：東京都中央区東日本橋3丁目7番13号

076-242-2288
03-3668-5888

1169 株式会社 首都圏環境美化センター 東京都足立区入谷9丁目21番19号

03-3856-8144

1173 有限会社 神山産業

東京都足立区関原1丁目4番15号

03-3849-2763

1178 株式会社 スズタカ

東京都足立区入谷8丁目15番4号

03-3857-0151

1180 大洋運輸 株式会社

東京都練馬区大泉町4丁目5番17号

03-3925-5177

1198 未来環境サービス 株式会社

埼玉県新座市西堀3丁目11番51号

042-494-0396

1199 株式会社 タケエイ

東京都港区芝公園2丁目4番1号A‐10階

03-6361-6830

1244 有限会社 ホーシン

東京都豊島区池袋3丁目1番12号
三恵池袋ハイツ501号

03-6912-9007

1260 三友環境サービス 株式会社

神奈川県川崎市川崎区浅野町1－12

044-355-5211

1266 株式会社 東武クリエイティブ

東京都足立区西伊興1丁目2番8号

03-3899-2251

1304 株式会社 ジンダイ

神奈川県川崎市幸区紺屋町30

044-542-3756

許可
番号

業者名称

本社所在地

電話番号

1329 株式会社 アイ・エス産業

東京都足立区皿沼3丁目27番10号

03-3899-1295

1333 株式会社 エコ・エイト

東京都世田谷区千歳台3丁目16番15号

03-3483-8081

1365 アビドレックス 株式会社

東京都港区東麻布1丁目25番5号

03-3583-6870

1377 有限会社 ヒューマンネットワーク

東京都江東区新木場2丁目9番12号

03-3644-7167

1384 有限会社 カスヤ環境サービス

東京都江戸川区北葛西3丁目8番6号

03-6663-4680

1394 株式会社 アユミ・プラン

埼玉県所沢市三ヶ島1丁目144番地の3

042-949-7720

1410 株式会社 リサイクル・ネットワーク

東京都大田区大森北1丁目1番5号

03-6404-3196

1418 株式会社 平成クリーン

東京都足立区舎人2丁目7番15号

03-5838-1199

1425 株式会社 コーエイクリーン

東京都足立区神明南1丁目9番20号

048-994-1153

1426 有限会社 フロンティア

東京都足立区辰沼2丁目17番7号

03-5613-8251

