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No. 所　在　地 会　員　名 代 表 者 名
1

千代田区

アイング株式会社 飯嶋　庸夫
2 アース環境サービス株式会社 松本　吉雄
3 環境衛生薬品株式会社　東京営業所 加藤　敦史
4 千代田商事株式会社 村上　友輔
5 日本カルミック株式会社　エンジニアリング事業部 高居　隆章
6 フマキラー・トータルシステム株式会社 森岡　健志
7 三井物産フォーサイト株式会社 藤森　明
8 株式会社ワン・ステップ 武藤　忠彦
9

中央区

株式会社アサヒビジネスプロデュース 秋本　浩志
10 株式会社協栄 山田　賢治
11 株式会社三共消毒 泉　敏夫
12 シェル商事株式会社 岡部 美楠子
13 株式会社ジーピーコーポレーション 帆苅　誠
14 大光ビルサービス株式会社 小川　裕正
15 株式会社ピコット 山田　辰巳
16 丸三製薬バイオテック株式会社　東京ラボ 藤井 健太郎
17 室町ビルサービス株式会社 森尻　善雄
18

港区

アペックス産業株式会社 元木　貢
19 関東港業株式会社 清水 伸太郎
20 株式会社サンニック 井﨑　邦敏
21 株式会社サンレイ 鈴木　和夫
22

新宿区

株式会社アサンテ 宮内　征
23 株式会社エスアイエイチ 森崎　邦子
24 セントラルトリニティ株式会社　東京支店 白木谷 唯春
25 株式会社帝装化成 鈴木　賀久
26 Ｓ・ＴＥＣ株式会社 白土　将敏
27

文京区
株式会社シマダ 蒲田　春樹

28 株式会社ジーエムシー 小泉　和久
29

台東区
株式会社シー・アイ・シー　 芳賀　英武

30 東京太洋化工株式会社 坂上　茂雄
31 株式会社ＪＲ東日本環境アクセス 向山　路一
32

北区

協栄産業株式会社 金子　護
33 有限会社協栄消毒 金子　義博
34 三喬クリーン株式会社 辻　澄夫
35 株式会社ミヤコ消毒 大村　恵一
36 株式会社東京三井トータルサービス　 三井　昌秀
37 荒川区 株式会社東京三井トータルサービス　荒川営業所 三井　昌秀
38

品川区
創研マネジメント株式会社 早田　修

39 株式会社ヨシダ消毒　南東京営業所 伊集院 武範
40

目黒区
株式会社東京三洋 紅谷　一郎

41 日栄商工株式会社 末松　竜太
42 八洲商事株式会社 芦田　真也
43

大田区

有限会社三共テック 斉藤　　純
44 株式会社東京三井トータルサービス　大田営業所 三井　昌秀
45 株式会社ネオ 松沢　英樹
46 山大物産株式会社 西川　昌樹

1　正会員
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47

大田区
ブルークリーン株式会社 藤田　隆次

48 株式会社ルシアス 中島　和美
49 ８０８シティ株式会社 足立  雅也
50

世田谷区

銀座化成産業株式会社 冨岡　稔　
51 有限会社高栄消毒 大谷　幸二
52 株式会社大正クエスト 千葉　豊喜
53 株式会社台一環境 金子 秀五郎
54 株式会社ビーテックインターナショナル 柿﨑　裕治
55 有限会社山新 山﨑 愼太郎
56 ＡＡＡメンテナンス株式会社 西岡　徹也
57 株式会社Ｃｉ-ＴＲＵＳＳ 佐々木 新平
58

渋谷区
イカリ消毒株式会社 黒澤　秀行

59 株式会社キャッツ 村上　幸栄
60 株式会社フリーマン 福永　隆
61

中野区
東化研株式会社 小川　理

62 株式会社中央社 渡邉　徹　
63 有限会社ピーシーオー三共 伊東　絢子
64

杉並区

株式会社三共消毒 城西営業所 福岡　靖人
65 ジェイ・ビー・シーサービス株式会社 南　達也
66 東京企業株式会社 深谷　敏哉
67 日本環境衛生株式会社 山田　政宗
68 株式会社フォーレスト 宇田川 紀通
69

豊島区
株式会社協立 大津　英紀

70 中村化学工業株式会社 稲垣　祐子
71 株式会社山手消毒 田中　要二
72

板橋区

株式会社アセンド 吉井  昭良
73 有限会社アタック 大澤　茂
74 興陽商事株式会社 葛西　晋平
75 三栄化学消毒 原　正樹
76 有限会社中央ビルサービス 秋元　三成
77 有限会社ミヤザキ 宮崎　宜夫
78 メッツ株式会社 青木　俊雄
79

練馬区

アルテミスソリューション株式会社 諸岡　威之
80 株式会社環境衛生サービスセンター 青木　雄一
81 セキュリティーサポート株式会社 福屋　道弘
82 株式会社テオリアハウスクリニック 南山　和也
83 西武消毒株式会社 片山 淳一郎
84 株式会社日の出商会 内田　司
85 株式会社ヨシダ消毒 清水　一郎
86 株式会社ＳＫビルサービス 志村　光斗
87

墨田区
西武消毒株式会社　城東支社 大村　通明

88 東京マウス 福井　義広
89 株式会社丸真カンポ 袴田　真稔
90

江東区

株式会社サンキョークリーンサービス 前田　士郎
91 新大橋運輸株式会社　環境衛生事業部 大木　健司
92 株式会社ホワイトスター 星　玲太
93 ミツイ消毒株式会社 尾高　清彦
94 ハドラスホールディングス株式会社 山本　英明
95 株式会社若葉コーポレーション 重政　俊太
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96

足立区

アイ・エム・ケー株式会社 吉野　英恵
97 株式会社アイ・ビルド 武藤　健一
98 株式会社アドバンス・ネクスト 大沼　直人
99 株式会社アント 岩村　勝
100 株式会社セスコ 新島　清志
101 株式会社雑用社 大國谷一史
102 株式会社ベルハウスサービス 播　賢一
103 株式会社ＷＩＳＨ 新島 慎之介
104

葛飾区

株式会社アミック 近藤  宏一
105 国際衛生株式会社　東京・千葉営業所 吉田　稔
106 株式会社三共消毒　葛飾営業所 世古　和孝
107 株式会社三共リメイク 神谷　智洋
108 株式会社三幸 三宅　康文
109 東洋消毒株式会社 永安　卓利
110

江戸川区

システック有限会社 米倉　謙一
111 レイメイ株式会社 森田　聖悟
112 ファーストビルサービス株式会社 江森 佐和子
113 株式会社ＫＯＵＫＥＮ 齊木　勝一
114 八王子市 株式会社奥田建物管理 奥田　眞司
115

立川市
エコア株式会社 宮澤　公栄

116 株式会社ヨシダ消毒　多摩営業所 志村　誠
117

三鷹市
株式会社アリの・日本白蟻対策研究所 松本　雅文

118 株式会社三共クリーンシステム 田中　勲
119 三共サービス株式会社 佐藤　信好
120

青梅市
有限会社朋友サービス 西山  利秀

121 ハート＆クリーン 古谷 美貴子
122

府中市
有限会社クリーンキャッチ 舩津　英恒

123 株式会社京王消毒 海野　淳
124 昭島市 株式会社ジャパンメンテナンスサービス 細川　恵子
125

調布市
三洋株式会社 藤田　洋三

126 株式会社シュナーズファーストファシリティ 山中　康美
127 深井消毒 深井　俊哉
128 町田市 株式会社ミナト 久湊　進也
129 小平市 東洋消毒株式会社 金子　隆一
130 国分寺市 株式会社三共消毒　西東京営業所 勝屋　達行
131 国立市 エーデル商事株式会社 新沼　順一
132 東大和市 東武消毒有限会社 荻沼　忠義
133

稲城市
カンキョー株式会社 元井　恒夫

134 タケダ・サイエンス株式会社 唐澤　勇平
135 あきる野市 創衛社 篠　雅人

2　賛助会員
1 環境機器株式会社　東京営業所 片山 淳一郎
2 協栄産業株式会社 金子　護
3 神栄産業株式会社 東代　清隆
4 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社　東京支店 奥田　寿男
5 バイエルクロップサイエンス株式会社  エンバイロサイエンス事業部 中川　達夫
6 鵬図商事株式会社 添野　正宏
7 三井化学アグロ株式会社　ＰＰＭ営業部 高見　秀輝


