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2 寺田工業株式会社 東京都中央区八丁堀三丁目28番12号 03-3553-0077 汚でい　　
7 公益財団法人東京都環境公社 東京都墨田区江東橋四丁目26番5号 03-3644-2189 道路・公園ごみ　　

13 第三東海株式会社 東京都千代田区神田神保町一丁目2番 03-3292-0135 汚でい　　
16 株式会社リバース 東京都板橋区舟渡四丁目16番9号 03-5392-0102 動物死体　医療廃棄物　
17 有限会社清秀企業 東京都目黒区目黒四丁目21番2号 03-3711-7038 普通ごみ　　
29 株式会社平和会 東京都世田谷区桜新町一丁目16番8号 03-5799-3338 動物死体　　
30 日本サニテイション株式会社 東京都江東区新木場四丁目1番30号 03-5534-3521 普通ごみ　道路・公園ごみ　
37 更生保護法人清和会 東京都足立区本木二丁目15番16号 03-3887-8323 道路・公園ごみ　　
42 太誠産業株式会社 東京都豊島区南池袋三丁目14番11号中町ビル 03-3989-0098 普通ごみ　　
43 足立建設工業株式会社 東京都豊島区東池袋三丁目7番9号 03-3899-0121 しさ・ふさ　　
51 株式会社アミック 東京都葛飾区西亀有一丁目25番16号 03-3604-6575 道路・公園ごみ　動物死体　
53 株式会社永野紙興 東京都大田区城南島四丁目5番10号 03-6410-8753 普通ごみ　　
54 株式会社木下フレンド 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目1番10号 042-944-3737 普通ごみ　　
55 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 03-3678-0111 道路・公園ごみ　しさ・ふさ　
58 太盛運輸株式会社 東京都板橋区舟渡二丁目10番3号 03-3969-8196 道路・公園ごみ　汚でい　廃家電
60 株式会社ワイエムエコフューチャー 埼玉県草加市青柳二丁目7番45号 048-933-3000 普通ごみ　　
70 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 03-3922-7547 普通ごみ　道路・公園ごみ　汚でい
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六丁目70番5号 03-3618-4481 普通ごみ　　
72 中央資料株式会社 東京都千代田区内神田二丁目8番4号 03-5436-6060 普通ごみ　　
75 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 03-5569-7117 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
77 株式会社要興業 東京都豊島区池袋二丁目14番8号池袋エヌエスビル 03-3986-5341 普通ごみ　道路・公園ごみ　
86 株式会社宮本商店 東京都足立区関原一丁目11番23号 03-3848-5738 普通ごみ　　
90 株式会社鈴木商事 東京都足立区東伊興三丁目14番12号 03-5839-5822 普通ごみ　　
91 有限会社五十嵐商事 東京都目黒区青葉台三丁目20番2号 03-3461-1817 普通ごみ　　
94 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 03-3849-6321 道路・公園ごみ　汚でい　

101 株式会社ニッソー 東京都渋谷区本町一丁目20番2号508 03-3378-0160 普通ごみ　　
117 株式会社伸和運輸 東京都世田谷区船橋七丁目20番14号 03-3482-8475 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
119 株式会社増渕商店 東京都板橋区仲町16番8号 03-5968-4077 普通ごみ　　
123 京葉ロードメンテナンス株式会社 東京都中央区日本橋人形町二丁目15番2号 03-6231-0703 道路・公園ごみ　　
126 有限会社草間商店 東京都目黒区目黒本町四丁目12番5号 03-3794-2971 普通ごみ　　
132 株式会社成昇 東京都港区赤坂九丁目1番7号228 03-3401-3728 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
143 株式会社JR東日本環境アクセス 東京都台東区東上野三丁目4番12号 03-3836-1551 普通ごみ　道路・公園ごみ　
151 大谷清運株式会社 東京都葛飾区水元一丁目3番13号 03-3600-5561 普通ごみ　道路・公園ごみ　
153 株式会社東京クリアセンター 東京都千代田区永田町二丁目4番3号永田町ビル9階 03-5157-1881 普通ごみ　　
155 株式会社春江 東京都江戸川区松江四丁目24番10号 03-5662-5353 普通ごみ　道路・公園ごみ　
163 貴先建設株式会社 東京都足立区谷中三丁目16番14号 03-3620-1215 道路・公園ごみ　　
174 タカサキ興業有限会社 東京都世田谷区鎌田二丁目15番22号 03-3700-6123 普通ごみ　　
179 高嶺清掃株式会社 東京都葛飾区東立石三丁目5番1号 03-3696-7111 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
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192 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 03-3606-8380 普通ごみ　　
205 株式会社ヨシモリ 東京都足立区関原一丁目12番2号 03-3848-2345 普通ごみ　　
218 株式会社ランド環境 東京都足立区本木一丁目3番26号 03-3886-3707 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
226 有限会社小宮興業 東京都足立区扇一丁目31番46号 03-3898-7871 普通ごみ　　
227 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 03-3857-0236 普通ごみ　　
230 株式会社ケイミックス 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 03-3500-5901 道路・公園ごみ　　
232 株式会社サキュレ 東京都大田区仲池上一丁目24番7号 03-3777-4122 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
236 富士管財株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目1番1号 03-3551-1725 道路・公園ごみ　　
238 東栄興業株式会社 東京都足立区西新井四丁目27番28号 03-3897-8606 道路・公園ごみ　汚でい　廃家電
242 株式会社沖野 東京都新宿区四谷坂町6番34号 03-3357-0342 汚でい　　
246 株式会社辻商店 東京都足立区関原三丁目1番12号 03-3886-7573 普通ごみ　　
252 株式会社日本協力 東京都江東区潮見一丁目6番2号 03-3640-4777 普通ごみ　道路・公園ごみ　
254 スバル興業株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目10番1号 03-3212-2827 道路・公園ごみ　　
256 那須興産株式会社 東京都板橋区高島平二丁目2番9号 03-3936-7541 普通ごみ　道路・公園ごみ　
270 株式会社那須商会 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号飯野ビル 03-3506-2927 普通ごみ　　
271 株式会社雄和 東京都葛飾区柴又二丁目5番28号 03-3608-1897 道路・公園ごみ　　
279 協和産業株式会社 東京都杉並区上井草二丁目20番12号 03-3395-5011 道路・公園ごみ　　
281 不二興産株式会社 東京都新宿区百人町一丁目22番26号 03-5330-8831 道路・公園ごみ　　
287 株式会社田仲商店 東京都足立区梅田四丁目29番5号 03-3840-5561 普通ごみ　　
289 日本ハイウエイ・サービス株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目6番3号 03-5325-5560 道路・公園ごみ　　
316 株式会社イゾイ 東京都江戸川区東葛西一丁目16番3号 03-3687-6047 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
337 第一清運株式会社 東京都中央区新川一丁目13番4号親川ビル 03-5542-2891 汚でい　　
339 株式会社都市整美センター 東京都墨田区両国四丁目19番2号 03-3631-7631 道路・公園ごみ　汚でい　
340 株式会社善興社 東京都江東区亀戸四丁目11番9号AHAVAビル7階 03-3685-4321 道路・公園ごみ　汚でい　
341 京浜協同清掃株式会社 東京都大田区山王四丁目13番3号 03-3771-8557 汚でい　　
342 株式会社ネクサス 東京都大田区大森南二丁目25番17号 03-3733-0017 道路・公園ごみ　汚でい　
343 興生運輸株式会社 東京都大田区大森東二丁目34番6号 03-3763-6751 汚でい　　
347 協和興業株式会社 東京都目黒区目黒本町二丁目16番16号 03-3793-5347 普通ごみ　汚でい　廃家電
349 株式会社東京設備 東京都世田谷区喜多見八丁目2番4号 03-5429-6700 汚でい　　
350 東京清掃株式会社 東京都世田谷区玉堤一丁目27番21号 03-3703-2411 道路・公園ごみ　汚でい　
352 環境保全株式会社 東京都世田谷区赤堤一丁目9番12号 03-6265-8566 道路・公園ごみ　汚でい　
353 日本衛生興業株式会社 東京都世田谷区砧五丁目1番1号 03-3417-3421 汚でい　　
354 日本環境衛生工業株式会社 東京都世田谷区世田谷四丁目21番5号 03-3429-4777 道路・公園ごみ　汚でい　
355 有限会社丸一衛生興業 東京都世田谷区南烏山五丁目4番10号 03-3308-2091 汚でい　　
356 株式会社池田組衛生工業所 東京都渋谷区恵比寿西一丁目5番7号 03-3463-4531 汚でい　　
360 株式会社小川商会 東京都中野区江原町一丁目25番11号 03-3951-3027 普通ごみ　汚でい　
362 中野運輸株式会社 東京都中野区丸山一丁目2番1号 03-3387-4356 道路・公園ごみ　廃家電　
363 環衛株式会社 東京都杉並区下井草一丁目23番4号301 03-3395-4321 汚でい　　
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364 株式会社西原環境 東京都港区海岸三丁目20番20号 03-3396-0441 汚でい　　
366 株式会社福冨設備 東京都練馬区西大泉五丁目1番18号 03-6904-6136 汚でい　　
367 有限会社浜田山興産 東京都練馬区南大泉五丁目32番27号 03-3925-6387 汚でい　　
370 日建総業株式会社 東京都豊島区西池袋三丁目33番19号 03-3971-3010 道路・公園ごみ　汚でい　
371 株式会社ジョートー 東京都豊島区東池袋一丁目46番11号 03-5954-8461 汚でい　　
375 宇佐見産業株式会社 東京都板橋区坂下一丁目22番17号 03-3965-3371 汚でい　　
376 株式会社敬隣舎 東京都板橋区小茂根四丁目2番1号 03-3958-0501 道路・公園ごみ　汚でい　
377 第一整備工業株式会社 東京都板橋区赤塚三丁目34番8号 03-5968-3888 汚でい　　
378 トクダビル総合株式会社 東京都板橋区東山町32番1号 03-3972-8088 汚でい　　
380 株式会社日本環境衛生事業協会 東京都練馬区西大泉四丁目4番26号 03-3921-0405 汚でい　　
381 有限会社秀栄組 東京都板橋区高島平七丁目1番15号 03-5383-7050 汚でい　　
382 東和興業株式会社 東京都練馬区上石神井四丁目30番2号 03-3920-8063 汚でい　　
385 有限会社環境衛生協会 東京都足立区谷中四丁目17番8号 03-3605-3328 汚でい　　
386 株式会社正丸組 東京都足立区古千谷本町二丁目17番12号 03-3899-5647 汚でい　　
388 東武清掃株式会社 東京都足立区西伊興一丁目6番28号 03-3899-2004 道路・公園ごみ　汚でい　廃家電
389 鹿浜興業株式会社 東京都足立区鹿浜三丁目28番7号 03-3897-1326 汚でい　　
393 新和衛生株式会社 東京都葛飾区細田一丁目12番17号 03-3659-1813 汚でい　　
424 東京サニテイション株式会社 東京都中野区上高田五丁目28番16号 03-3388-0538 道路・公園ごみ　　
443 企業組合労協センター事業団 東京都豊島区東池袋一丁目44番3号池袋ISPタマビル 03-6907-8036 道路・公園ごみ　　
452 エルエス工業株式会社 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目2番8号503 03-5410-3627 動物死体　医療廃棄物　
463 有限会社浅見商事 東京都世田谷区鎌田二丁目14番11号 03-3700-1806 普通ごみ　　
474 竹下産業株式会社 東京都足立区関原一丁目14番2号 03-3887-1761 普通ごみ　道路・公園ごみ　
492 株式会社東高 東京都新宿区中井二丁目7番13号 03-3950-7531 普通ごみ　廃家電　
504 日本環境衛生株式会社 東京都杉並区方南二丁目25番3号 03-3314-4441 道路・公園ごみ　　
522 有限会社真和商事 東京都渋谷区初台一丁目28番11号 03-5913-8557 普通ごみ　　
525 株式会社日本清掃開発 東京都江戸川区興宮町21番12号 03-3655-1776 道路・公園ごみ　しさ・ふさ　
539 株式会社オーチュー 東京都渋谷区代々木二丁目18番3号オーチュー第1ビル 03-3370-2380 道路・公園ごみ　　
542 三豊興産株式会社 神奈川県横須賀市大滝町一丁目19番 046-825-5022 普通ごみ　　
546 マイルド産業株式会社 神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目28番11号 045-911-4333 普通ごみ　　
551 小岩興業株式会社 東京都葛飾区奥戸八丁目13番4号 03-3694-7886 普通ごみ　道路・公園ごみ　
556 株式会社上山商事 東京都足立区保塚町2番23号 03-3860-2211 普通ごみ　　
564 有限会社ニシハラ興産 東京都目黒区上目黒一丁目10番2号 03-3461-1997 普通ごみ　　
581 株式会社ケイエスアイ 東京都大田区東糀谷五丁目2番16号 03-3744-7750 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
586 有限会社スズキサービス 千葉県松戸市稔台五丁目15番17号 047-365-6356 普通ごみ　　
601 有限会社鈴木商会 東京都世田谷区等々力一丁目19番13号 03-3702-9133 普通ごみ　　
650 有限会社徳山産業 東京都大田区東糀谷三丁目9番17号 03-3741-3842 普通ごみ　　
651 大友運輸株式会社 東京都板橋区高島平六丁目2番5号 03-3979-2373 普通ごみ　道路・公園ごみ　
665 株式会社市川環境エンジニアリング 千葉県市川市田尻二丁目11番25号 047-376-1711 普通ごみ　　
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750 株式会社明和運輸 東京都足立区宮城一丁目6番12号 03-3911-6126 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
752 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 042-306-2183 普通ごみ　　
765 株式会社なかの 東京都足立区皿沼二丁目13番6号 03-3855-2875 普通ごみ　　
799 石尾産業株式会社 東京都府中市住吉町二丁目12番4号 042-319-8257 普通ごみ　廃家電　
822 株式会社MA企画 東京都中野区上高田二丁目47番7号 03-6666-2966 普通ごみ　　
830 株式会社タカサゴ 東京都豊島区目白一丁目1番1号 03-3989-0890 汚でい　　
832 石崎産業株式会社 東京都足立区梅田三丁目20番8号 03-3887-2009 普通ごみ　　
845 株式会社興和総業 東京都葛飾区高砂二丁目34番12号 03-3671-3705 道路・公園ごみ　しさ・ふさ　
848 横浜環境保全株式会社 神奈川県横浜市中区山下町273番地 045-651-6680 普通ごみ　　
850 株式会社利根川産業 東京都足立区入谷八丁目3番8号 03-3855-0732 普通ごみ　　
852 株式会社東海輸送 東京都世田谷区上馬四丁目38番5号 03-3422-1188 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
854 有限会社ホトダ水清掃工業 東京都板橋区赤塚一丁目5番18号202 03-3939-7793 汚でい　　
861 株式会社藤栄 東京都板橋区三園一丁目51番15号 03-5383-3061 普通ごみ　　
867 有限会社野口興業 東京都足立区小台二丁目32番11号 03-3912-5720 普通ごみ　　
873 株式会社加藤商事 東京都狛江市東野川二丁目14番2号 03-3480-5111 普通ごみ　　
876 株式会社トーホークリーン 東京都渋谷区東四丁目9番18号204 03-5466-8923 普通ごみ　　
880 日本ロード・メンテナンス株式会社 東京都港区芝浦四丁目17番4号 03-3454-2211 道路・公園ごみ　　
886 中高年事業団やまて企業組合 東京都豊島区南池袋二丁目41番16号 03-3987-4571 道路・公園ごみ　　
892 中村産業株式会社 東京都江東区豊洲六丁目6番6号 03-6633-0189 道路・公園ごみ　　
893 株式会社長岡商店 東京都足立区入谷二丁目19番7号 03-3857-9300 普通ごみ　　
895 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 03-3966-3950 普通ごみ　道路・公園ごみ　
896 ニッセイファシリティ株式会社 東京都杉並区上高井戸一丁目25番17号 03-3306-1971 道路・公園ごみ　　
908 有限会社福島興産 東京都江戸川区一之江一丁目17番6号 03-3651-8852 汚でい　　
909 高俊興業株式会社 東京都中野区新井一丁目11番2号 03-3389-8172 普通ごみ　　
912 株式会社フォレスト 東京都足立区入谷九丁目3番17号 03-3896-5168 普通ごみ　道路・公園ごみ　
913 日東カストディアル・サービス株式会社 東京都板橋区中丸町14番1号 03-5966-7731 道路・公園ごみ　　
914 有限会社権田商事 東京都大田区羽田四丁目10番6号 03-3745-3083 普通ごみ　　
915 株式会社総合整備 東京都杉並区上荻一丁目22番8号 03-5347-2910 普通ごみ　　
916 三和清運株式会社 東京都江戸川区篠崎町三丁目2番6号 03-3679-8555 道路・公園ごみ　しさ・ふさ　汚でい
918 株式会社井上 東京都世田谷区八幡山二丁目11番6号 03-3304-6364 普通ごみ　廃家電　
932 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 03-3678-1100 普通ごみ　道路・公園ごみ　
946 有限会社多賀商会 東京都台東区根岸三丁目14番10号 03-3876-3531 医療廃棄物　　
953 アゴラ造園株式会社 東京都練馬区高松六丁目2番18号 03-3997-2108 道路・公園ごみ　　
958 一冨士工業株式会社 東京都板橋区四葉二丁目20番21号 03-3939-6878 道路・公園ごみ　　
967 藤産商株式会社 東京都足立区六木四丁目5番22号 03-3629-3454 普通ごみ　　
972 株式会社辰巳 東京都豊島区池袋本町二丁目29番16号岡本ビル101号 03-3982-0225 道路・公園ごみ　　
973 有限会社保科商会 神奈川県川崎市高津区下作延五丁目2番33号 044-865-6144 普通ごみ　　
975 株式会社施設管理サービス 東京都墨田区本所三丁目15番2号 03-3622-8004 道路・公園ごみ　　
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1009 株式会社エール 東京都江東区辰巳三丁目7番8号 03-3521-2777 普通ごみ　　
1011 株式会社東海運輸 東京都品川区北品川五丁目8番30号 03-3447-1321 普通ごみ　道路・公園ごみ　汚でい
1016 株式会社樽味商会 東京都葛飾区小菅二丁目8番17号 03-3690-2194 普通ごみ　廃家電　
1018 株式会社江栄 東京都世田谷区野毛二丁目3番8号 03-3705-9312 普通ごみ　　
1023 株式会社増建 東京都品川区東大井一丁目13番12号 03-3765-7858 普通ごみ　廃家電　
1025 株式会社アゼガミ 東京都墨田区横川五丁目1番3号 03-3623-3507 普通ごみ　廃家電　
1039 協栄クリーンサービス株式会社 東京都足立区一ツ家三丁目1番11号 03-3860-5760 普通ごみ　　
1046 株式会社伸榮産業 東京都大田区東糀谷五丁目8番14号 03-3742-4503 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1047 undertake有限会社 千葉県千葉市稲毛区長沼原町716-2 043-250-8811 普通ごみ　　
1050 有限会社芝商会 東京都江戸川区南篠崎町四丁目15番11号 03-5666-1361 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1051 株式会社ジー・エス 東京都港区白金一丁目1番6号 03-5755-8853 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1063 東邦興運株式会社 東京都新宿区百人町一丁目11番24号 03-3362-2742 普通ごみ　道路・公園ごみ　
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 普通ごみ　　
1084 有限会社秀栄産業 東京都足立区佐野一丁目4番15号 03-3628-6268 普通ごみ　　
1088 株式会社都市環境エンジニアリング 東京都江東区木場五丁目6番35号 03-5639-0740 普通ごみ　　
1090 品川運輸株式会社 東京都品川区東大井二丁目1番8号 03-3761-0165 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1093 株式会社堀井整備 東京都足立区関原二丁目8番18号 03-5681-0341 普通ごみ　　
1098 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 03-3670-3101 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1100 東都運業株式会社 東京都葛飾区奥戸三丁目23番28号 03-3696-4611 普通ごみ　　
1106 株式会社一不二総業 東京都千代田区九段南四丁目2番9号シルキーハイツ九段南701 03-5226-5057 普通ごみ　　
1108 株式会社雑用社 東京都足立区千住東一丁目2番5号 03-3888-0088 普通ごみ　廃家電　
1111 株式会社錦花園 東京都大田区南雪谷一丁目6番13号 03-3728-4616 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1112 藤東造園建設株式会社 東京都大田区大森西一丁目19番15号 03-3766-2321 道路・公園ごみ　　
1113 株式会社第一造園 東京都大田区北千束二丁目18番7号 03-3726-4381 道路・公園ごみ　　
1115 ハイウエイ開発株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目10番1号 03-3211-1151 道路・公園ごみ　　
1120 大森造園建設株式会社 東京都大田区中央八丁目7番17号 03-3754-4128 道路・公園ごみ　　
1129 株式会社伸光 東京都江戸川区松江六丁目3番14号 03-5678-5445 普通ごみ　　
1136 株式会社トベ商事 東京都北区王子五丁目10番1号 03-5902-3202 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1142 株式会社池田園 東京都板橋区赤塚五丁目34番33号 03-3930-0210 道路・公園ごみ　　
1146 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 076-242-2288 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1147 株式会社東和美化 東京都足立区西加平一丁目3番2号 03-5856-7877 道路・公園ごみ　　
1159 株式会社三協 東京都練馬区旭町二丁目11番13号 03-5904-5333 道路・公園ごみ　　
1162 KCS株式会社 東京都大田区城南島二丁目4番6号 03-5755-9115 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1169 株式会社首都圏環境美化センター 東京都足立区入谷九丁目21番19号 03-3856-8144 普通ごみ　　
1170 誠伸運輸株式会社 東京都江戸川区東葛西三丁目16番3号 03-3688-0454 普通ごみ　廃家電　
1178 株式会社スズタカ 東京都足立区入谷八丁目15番4号 03-3857-0151 普通ごみ　　
1180 大洋運輸株式会社 東京都練馬区大泉町四丁目5番17号 03-3925-5177 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1182 東日本ハイウェイ株式会社 東京都荒川区南千住七丁目32番2号 03-3801-7117 道路・公園ごみ　　
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1191 株式会社環境整備 東京都墨田区横川三丁目9番3号 03-3622-3081 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1193 株式会社ダステックス 東京都葛飾区西新小岩一丁目2番6号 03-5654-7557 普通ごみ　　
1195 株式会社小川植木 東京都世田谷区大蔵五丁目3番2号 03-3417-0029 道路・公園ごみ　　
1196 有限会社ヨシカワ 東京都荒川区東日暮里三丁目1番14号 03-3807-5490 普通ごみ　　
1198 未来環境サービス株式会社 埼玉県新座市西堀三丁目11番51号 042-494-0396 普通ごみ　　
1199 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 03-6361-6830 普通ごみ　　
1213 株式会社ゴミクル 東京都江東区扇橋一丁目13番8号 03-5665-2210 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1215 株式会社蛭田植物園 東京都世田谷区北沢五丁目1番4号 03-3469-3569 道路・公園ごみ　　
1216 加勢造園株式会社 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目61番5号 03-3404-7781 道路・公園ごみ　　
1225 有限会社大嶋商事 東京都足立区本木西町21番2号 03-3890-3501 普通ごみ　　
1226 株式会社大龍金属 東京都大田区京浜島二丁目6番10号 03-3790-0121 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1236 株式会社杉山造園建設 東京都板橋区大和町3番11号 03-3961-6449 道路・公園ごみ　　
1238 上松輸送株式会社 東京都港区芝二丁目9番10号 03-3451-8012 道路・公園ごみ　廃家電　
1244 有限会社ホーシン 東京都豊島区池袋三丁目1番12号三恵池袋ハイツ501号 03-6912-9007 道路・公園ごみ　　
1250 株式会社武翔総合管理 東京都練馬区豊玉北四丁目11番7号 03-5946-3011 道路・公園ごみ　　
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番12号 044-355-5211 普通ごみ　　
1262 総合都市メンテナンス株式会社 東京都中野区江古田三丁目9番2号ベルテ中野江古田C-306 03-3388-5522 道路・公園ごみ　　
1266 株式会社東武クリエイティブ 東京都足立区西伊興一丁目2番8号 03-3899-2251 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
1269 沼尾興業株式会社 東京都江東区北砂五丁目17番42号 03-3648-5411 道路・公園ごみ　　
1278 株式会社大場造園 東京都杉並区永福二丁目47番12号 03-3321-8688 道路・公園ごみ　　
1281 彩美環境システム株式会社 埼玉県川越市大字鯨井字会下628番地1 049-233-0666 道路・公園ごみ　　
1285 株式会社神奈川クリーン 神奈川県川崎市川崎区藤崎三丁目5番1号 044-277-3152 道路・公園ごみ　　
1295 有限会社万八運送店 東京都目黒区下目黒三丁目10番5号 03-3712-6824 普通ごみ　道路・公園ごみ　廃家電
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 道路・公園ごみ　　
1307 ムサシ興発株式会社 埼玉県八潮市大字木曽根506 048-997-2915 道路・公園ごみ　　
1311 株式会社日本ストラーダ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町9番28号 044-271-1332 道路・公園ごみ　　
1314 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号 0289-74-5515 道路・公園ごみ　　
1315 日本パブリックサービス株式会社 東京都品川区大井一丁目49番12号 03-3778-4128 道路・公園ごみ　　
1319 株式会社西部緑化 東京都練馬区上石神井南町13番11号 03-5927-4800 道路・公園ごみ　　
1322 株式会社ウチダ 埼玉県ふじみ野市駒林18番地 049-263-9777 道路・公園ごみ　　
1329 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 03-3899-1295 普通ごみ　　
1333 株式会社エコ・エイト 東京都世田谷区千歳台三丁目16番15号 03-3483-8081 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1336 株式会社高井造園 東京都大田区田園調布本町41番5号 03-3721-0527 道路・公園ごみ　　
1342 株式会社アオイ造園 東京都練馬区関町北一丁目3番1号 03-3920-6654 道路・公園ごみ　　
1343 株式会社富士植木 東京都千代田区九段南四丁目1番9号 03-3265-6731 道路・公園ごみ　　
1344 株式会社中田興業 東京都葛飾区亀有三丁目18番12号 03-3602-8250 道路・公園ごみ　　
1349 有限会社城北グリーン 東京都練馬区北町七丁目9番6号201 03-5398-8739 道路・公園ごみ　　
1355 有限会社大興資源 神奈川県横浜市都筑区川和町255番4号 045-929-4811 普通ごみ　　
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1362 株式会社協栄エンタープライズ 神奈川県横浜市都筑区早渕三丁目32番26号 045-591-4875 道路・公園ごみ　　
1365 アビドレックス株式会社 東京都港区東麻布一丁目25番5号 03-3583-6870 普通ごみ　　
1372 道路技術サービス株式会社 富山県射水市橋下条527 0766-56-4748 道路・公園ごみ　　
1373 株式会社テクノアングル 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾六丁目18番33号 045-585-0311 道路・公園ごみ　　
1375 株式会社蒼天 神奈川県川崎市高津区久地四丁目13番3号203 044-844-2177 道路・公園ごみ　　
1376 株式会社東洋エンタープライズ 埼玉県春日部市小渕209-1ヴァンベール春日部2 204 048-752-9021 道路・公園ごみ　　
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二丁目9番12号 03-6457-0202 普通ごみ　　
1383 株式会社伍楽園 東京都江戸川区鹿骨二丁目21番2号 03-3670-8898 道路・公園ごみ　　
1385 株式会社トーハイクリーン 東京都中央区銀座八丁目15番10号1104 03-3541-5520 道路・公園ごみ　　
1389 株式会社オリエントサービス 東京都杉並区上高井戸三丁目6番9号 03-3306-1638 道路・公園ごみ　　
1390 株式会社後藤造園 東京都足立区栗原二丁目14番7号 03-3885-9719 道路・公園ごみ　　
1392 株式会社環境清美 神奈川県川崎市幸区小向仲野町11番17号103 044-533-8032 道路・公園ごみ　　
1395 株式会社悦興運 東京都世田谷区尾山台三丁目28番20号 03-5758-6200 道路・公園ごみ　　
1396 株式会社アカネ 東京都港区芝大門一丁目3番15号 03-5473-9344 道路・公園ごみ　　
1403 綜合造園株式会社 東京都荒川区西日暮里二丁目40番14号 03-3807-3001 道路・公園ごみ　　
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一丁目1番5号 03-6404-3196 道路・公園ごみ　　
1417 東京メインテナンス株式会社 東京都練馬区大泉学園町六丁目21番3号 03-3921-5777 道路・公園ごみ　　
1418 株式会社平成クリーン 東京都足立区舎人二丁目7番15号 03-5838-1199 普通ごみ　　
1421 新日本ロードメンテナンス株式会社 東京都世田谷区玉川台二丁目1番15号 03-3709-7405 道路・公園ごみ　　
1425 株式会社コーエイクリーン 東京都足立区神明南一丁目9番20号 048-994-1153 普通ごみ　道路・公園ごみ　
1426 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 03-5613-8251 普通ごみ　　
1427 特定非営利活動法人東京高齢者就労福祉事業団 東京都新宿区中落合三丁目18番3号 03-3951-7336 道路・公園ごみ　　
1429 株式会社木戸工業 東京都江戸川区東葛西一丁目22番8号 03-6661-3345 普通ごみ　　
1432 株式会社新和興業 東京都中央区新富一丁目8番7号 03-3551-3023 道路・公園ごみ　　
1436 株式会社エコフレンズトーキョー 東京都練馬区豊玉北五丁目19番11号501 03-6673-9737 道路・公園ごみ　　
1439 株式会社プラント 東京都練馬区大泉学園町八丁目3番7号 03-3925-1338 道路・公園ごみ　　
1440 有限会社グランドサービス 東京都練馬区石神井町二丁目9番15号302 03-6913-3278 道路・公園ごみ　　
1441 光商会株式会社 東京都中央区日本橋兜町16番2号第2大谷ビル5階B室 03-6258-1601 道路・公園ごみ　　


