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正会員・賛助会員紹介
有限会社アタック

〒173-0001  東京都板橋区本町31-8
TEL  03-3964-1009
代表者名：大澤　茂

株式会社アサンテ
〒160-0022  東京都新宿区新宿1-33-15
　　　　　  アサンテビル
TEL  03-3226-5511

創立年月日：1970年5月
設立年月日：1973年9月18日
歴代代表者名：代表取締役社長　宗政　誠
会社紹介：当社は創業40年以上にわたり培ってき
たシロアリ対策の経験と実績をもとに、湿気・地
震対策や害虫・害獣対策を含めた総合サービスを
展開しております。「人と技術を育て、人と家と森
を守る」という経営理念に基づき、我が国におけ
る木造住宅の長寿命化などの社会的課題に取り組
むほか、ホテルやオフィスビル、飲食店などを対
象に快適な空間を維持するための総合的な環境改
善提案も行なっています。今後もより一層環境保
護や業界の発展に貢献できるよう、誠実に企業活
動を展開してまいります。

株式会社アセンド
〒175-0083  東京都板橋区徳丸3-37-17
　　　　　  シントミプラザ徳丸303号
TEL  03-3931-0715

創立年月日：平成4年11月11日
設立年月日：平成4年11月11日
歴代代表者名：福士　昇
会社紹介：平成4年11月11日に防疫剤・農薬・環
境衛生機器用品の販売会社として設立。平成10年

代表者名：
代表取締役社長　宗政　誠

代表者名：
代表取締役　吉井　昭良

に害虫駆除部門に進出を計り、着実に実績を重ね
て来ております。今、将来に向けて環境汚染の問
題が世界的に大きな問題になっています。薬害の
問題も避けて通れません。環境を損なうことなく、
害虫を駆除する「改革」・「維持」・「管理」をテー
マに総合的な技術革新を目指して行く所です。

株式会社アミック
〒124-0002  東京都葛飾区西亀有1丁目25-16
TEL  03-3604-6575
代表者名：近藤　宏一

株式会社アリの・日本白蟻対策研究所
〒181-0012  東京都三鷹市上連雀2-4-3
TEL  0422-46-6101
代表者名：松本　旦

株式会社アント
〒121-0813  東京都足立区竹の塚2-11-1
TEL  03-3858-5533

創立年月日：昭和49年6月15日
設立年月日：昭和52年4月30日
歴代代表者名：岩村　勝
会社紹介：創業当初は、個人のお客様の白蟻駆除、
飲食店のゴキブリの駆除が主な業務でした。
社長の信条は、お客様の難しい依頼や厄介な注文
でも“できません”“やりません”と言わない事です。
依頼して下さるお客様に満足していただけるよう、
一生懸命仕事をさせてもらっています。
おかげで現在では、害虫のことなら何でも対応出
来る会社になりました。
これからも社長の信条を守り社員一丸となってお
客様に信頼してもらえるいい仕事をしていきたい
と思っています。

東化研株式会社
〒164-0014  東京都中野区南台3-4-6
TEL  03-3384-2624
代表者名：小川　理

代表者名：
代表取締役　岩村　勝
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アース環境サービス株式会社
〒101-0035  東京都千代田区神田紺屋町17番地
TEL  03-3253-0640

創立年月日：1978年5月10日
設立年月日：1978年5月10日
歴代代表者名：大塚正富、猪子森直、小河原章博、
　金井宣人、松本吉雄
会社紹介：「総合環境衛生管理で社会に貢献します」

アース環境サービスは、大塚製薬を中核とする大
塚グループ、アース製薬が現場で培ってきた伝統
ブランドとしての医薬品GMPのノウハウや、防虫・
防菌のノウハウをバックボーンに、食品関連工場を
はじめ、医薬品、化粧品、化学品などの製造工場
から医療関連施設に至るまで、幅広い分野で製品
の品質保証や異物混入・汚染防止、環境保全業務、
院内感染防止を支援しています。医薬品GMPにも
とづくモノ創りの現場を熟知しているからこそ達成
可能な、現場主義の圧倒的技術力で、より広い分
野で高品質・高価値のサービスを提供し続けます。

アイ・エム・ケー株式会社
〒120-0038  東京都足立区千住橋戸町1-53
TEL  03-3879-5041
代表者名：代表取締役　吉野　英恵

アイング株式会社
〒102-0083  東京都千代田区麹町2丁目14番地
　　　　　  麹町パレス6F
TEL  03-6267-1701
代表者名：飯嶋　庸夫

アペックス産業株式会社
〒105-0014  東京都港区芝2丁目23-4
TEL  03-3455-6474

代表者名：
代表取締役社長　松本　吉雄

創 立年月日：昭和23年　アペックス燻蒸商会とし
て創立

設 立年月日：昭和24年12月21日　アペックス燻蒸
株式会社として港区芝浦1-29に設立

歴代代表者名：創業者　元木三喜男（昭和32年まで）
会社紹介：当社創業者・元木三喜男は、東京高等
商船学校を卒業後、海軍少尉として南方戦線に従
軍した。復員後、横須賀米軍基地に通訳として勤
務、昭和22年に縁あって国際衛生の三林孝由社長
に請われて1年間勤務した。そこで青酸ガス燻蒸技
術を学ぶとともに、米軍の昆虫学者のAustin W. 
Morrill, Jr. 氏の援助を得てPCO会社を立ち上げた。
当初は燻蒸作業が中心であったが、相次ぐ人身事
故により燻蒸作業から縮小・撤退し、陸上のPC業
務に注力した。昭和47年に横浜支店はアペックス
消毒㈱として、神戸支店はアペックス関西㈱（現
アペックス㈱）として暖簾分けした。

イカリ消毒株式会社
〒151-0051  東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11
　　　　　  アグリスクエア新宿11F
TEL  03-3356-6191

創立年月日：1959年6月
歴代代表者名：創業者 黒澤 啓次郎、二代目社長 
　黒澤 聰樹、三代目社長 黒澤 眞次
会社紹介：東京都ペストコントロール協会設立50
周年誠におめでとうございます。私たちイカリ消
毒は、1959年の創業以来、防虫・防鼠、防菌など
に関わる総合衛生管理サポートシステムを提供す
ることで、食品や医薬品、物流業界で活躍する企
業を支えてきました。昆虫などの異物を駆除す
るのはもちろん、モニタリング機器などを駆使し、
原因を特定して根本から解決しています。また衛
生的な環境を創出するべく、各種機器の定期的な
清掃・メンテナンス、設備の更新・工場のリニュー
アルにも対応可能。規格認証取得のためのコンサ
ルティングや、インフルエンザなどのウイルス対
策、検体の検査分析にも取り組んでおり、多角的
にお客さまをサポートしています。

代表者名：
代表取締役　元木　貢

代表者名：
代表取締役社長　黒澤　敬
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株式会社エスアイエイチ
〒162-0042  東京都新宿区早稲田町83番地5
　　　　　  サンライトグリーンビル502
TEL  03-5291-9688
代表者名：森崎　邦子

エーデル商事株式会社
〒186-0013  東京都国立市青柳1-28-6
TEL  042-595-6479

創立年月日：昭和43年3月8日
設立年月日：昭和47年3月8日
歴代代表者名：新沼　良一
会社紹介：東京都ペストコントロール協会50周年
おめでとうございます。
当社も協会と同じ設立50周年を迎えました。
設立より現在までには環境も含めて様々な変化が
ありました。当社はネズミ・害虫駆除をメインに
病院関係やスーパー関係を主体に活動しておりま
す。これからの50年、温暖化による問題や高齢化
問題、少子化問題どれも加速していくものと予想
されます。他社との連携も今後重要となる時代で
あると思います。先をしっかりと見据えた事業・
業務展開をぶれることなく継続して参りたいと考
えております。今後ともよろしくお願い致します。

エコア株式会社
〒190-0021  東京都立川市羽衣町1-5-15
TEL  042-524-3232

創 立年月日：1979年10月20日
設 立年月日（法人化した年月日）：1980年1月20日
歴代代表者名：代表取締役会長　宮澤 公廣（創業者）
　代表取締役社長　宮澤 公栄（2代目社長）
会社紹介：創立50周年を迎え誠におめでとうござい
ます。平素PCO協会にご協力頂き感謝申し上げます。

協会は時代のニーズに対応して、消費者の安全・
安心を基に構築され薬害の問題からは早くから
IPMのシステム化を推進されてきました。
そうしたなか、当社もノンケミカルの普及、更に
IPMの市場活動に向け総合的衛生管理を推進して
来ました。
1995年から国際的ISO基準や97年のPL法（製造
物責任法）等に取り組み、同時にHACCPの食品
安全である衛生管理を取り組み、HACCP義務化

（2020年）への市場対応等を進めている。会社の理
念としての叡智と情熱の基、健康と健全な社会に
向け取り組んでいます。

株式会社環境衛生サービスセンター
〒177-0031  東京都練馬区三原台3-31-20
　　　　　  第一NFマンション101号室
TEL  03-3922-3955
代表者名：玉田　昭男

株式会社奥田建物管理
〒193-0944  東京都八王子市館町370-1-2階
TEL  042-669-8488
代表者名：奥田　眞司

関東港業株式会社
〒108-0023  東京都港区芝浦4-17-11
TEL  03-3456-1311

創 立年月日：昭和23年8月10日
設 立年月日：昭和23年8月10日
歴代代表者名：清水　久太郎、清水　洋志
会社紹介：弊社は1948年8月「関東荷役敷物資材
株式会社」として発足致しました。その後、農林
省植物防疫所、動物検疫所のご指導、監督のもと、
くん蒸消毒業務を開始し、1963年社名を現在の「関
東港業株式会社」へと改称致しました。また、長
年の経験に培われたくん蒸技術を生かし、1975年
には今なお弊社の主力業務の一つである害虫駆除
部門としてPCO事業部を創設し、積極的な営業活
動を展開しております。2018年8月には皆様のご愛

代表者名：
新沼　順一

代表者名：
代表取締役社長　宮澤　公栄

代表者名：
代表取締役　清水　伸太郎
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顧のもと、無事創立70周年を迎える事ができまし
た。今後も業界の発展向上の為、常にたゆまぬ努
力していく所存です。

カンキョー株式会社
〒206-0801  東京都稲城市大丸236
TEL  042-378-4565

創立年月日：昭和62年7月1日
設立年月日：昭和62年7月1日
歴代代表者名：元井　恒夫
会社紹介：弊社は稲城市にあり、今年で創立32年
目を迎えます。
公益社団法人東京都ペストコントロール協会に加
盟して、10年目になります。
協会の紹介では、多摩地域を中心に活動しており
ます。

『ラットマル』というネズミ捕獲器を開発・作成
し、ネズミ駆除に役立てております。
PCOは、全般的に行っております。

環境衛生薬品株式会社  東京営業所
〒101-0025  東京都千代田区神田佐久間町3-1-1
　　　　　  秋葉原CHビル4階
TEL  03-5829-4875

創立年月日：2014年7月1日
設立年月日：2014年7月1日
会社紹介：当社は1962年大阪市での創業以来多岐
にわたるPCO業務に携わってまいりました。80年
代には環境殺菌事業、90年代には院内感染対策事
業に参入、2006年と2012年には関西学研都市に検
査施設を開設し、食品検査、作業環境測定、臨床
検査、清浄度管理、清浄化工事等の医療、食品、
医薬品分野向け事業を従来のPCO業務に加えて手
がけております。2014年、首都圏の需要増に対応

するため東京営業所を開設、昨年10月に東京都ペ
ストコントロール協会に入会させて頂きました。
これを機に安心安全な食品、医薬品、生活環境づ
くりにより一層努める所存でございます。

銀座化成産業株式会社
〒101-0025  東京都世田谷区代沢5-7-17
TEL  03-3413-1291
代表者名：冨岡　稔

株式会社キャッツ
〒150-0036  東京都渋谷区南平台町15-13
　　　　　  帝都渋谷ビル6F
TEL  03-5457-5101
代表者名：阿部　正樹

株式会社協栄
〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-9
TEL  03-3666-3251
代表者名：山田　賢治

協栄産業株式会社
〒114-0023  東京都北区滝野川3-46-10
TEL  03-3915-6164

創立年月日：昭和37年10月12日
設立年月日：昭和37年10月12日
歴代代表者名：金子　博、金子　美代子、金子　護
会社紹介：一般住宅の害虫やシロアリ･ダニ･ネズ
ミ･カビ･腐朽菌の防除薬剤卸販売、住宅環境改善
用の床下･小屋裏用強制換気扇･天然･合成･木炭･竹
炭製の各種調湿材の製造販売とコンサルティング
も行っています。
弊社では、専門消毒業者が使用する機材を製造
メーカーの立場ではなく、業者側の立場になって、
使いやすい機材の設計を行っております。

代表者名：
代表取締役　元井　恒夫

代表者名：
加藤　敦史　東京営業所長

代表者名：
代表取締役　金子　護
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有限会社　協栄消毒
〒114-0023  東京都北区滝野川3-46-10
TEL  03-3915-6160

創立年月日：昭和56年4月1日
設立年月日：昭和56年4月6日
歴代代表者名：金子　義博
会社紹介：昭和43年  協栄産業株式会社  殺虫消毒
部として営業開始。昭和56年4月6日に協栄産業株
式会社より独立して、有限会社協栄消毒を設立。
北区役所他官庁の衛生害虫駆除の受注及び、各建
設会社の防蟻工事の受注等で現在に至っておりま
す。各消毒機材完備の上、現在社員11名（このう
ち作業員8名）及び作業車7台を保有しております。

株式会社　協立
〒171-0043  東京都豊島区要町3-12-12
　　　　　  大宏ビル5F
TEL  03-3974-3131

創立年月日：1965年4月
設立年月日：1965年4月
歴代代表者名：大津　康彰
会社紹介：（公社）東京ペストコントロール協会の
創立50周年を迎えられたことを心よりお祝い申し
上げます。我社の環境活動は環境省の定めた環境
経営システム「エコアクション21」の承認を取得

（認証番号0000079）し二酸化炭素CO2の削減など地
球環境保全活動を実施しております。我社の21世
紀理念「多様性の共存を循環型協同の輪で創造と
持続可能な社会の実現を」事業と活動の両面で協
同連携の輪で構築してまいります。最後に我社も
創設54年目を迎えることに成りました。将来に向け
て貴協会と業界の活性化と発展に努力してまいり
ますので宜しくお願い申し上げ祝辞といたします。

代表者名：
大津　英紀

有限会社クリーンキャッチ
〒183-0016  東京都府中市八幡町3-6-25
　　　　　  安田ビル401
TEL  042-336-7733
代表者名：舩津　英恒

株式会社京王消毒
〒183-0016  東京都府中市八幡町2-4-17
　　　　　  共栄ビル
TEL  042-369-5511
代表者名：海野　淳

有限会社　高栄消毒
〒154-0002  東京都世田谷区下馬2-34-14-207
TEL  03-5725-7348

創立年月日：昭和41年8月
設立年月日：昭和41年12月
歴代代表者名：森下　武治、大谷　政彦
会社紹介：害虫駆除及び鼠防除等

国際衛生株式会社  東京・千葉営業所
〒124-0014  東京都葛飾区東四つ木1-9-13
TEL  03-3692-9189

代表者名：所長　富田　訓央
創 立年月日：昭和21年5月9日
会社紹介：一歩進んだ環境衛生を創造することで、
快適な社会、豊かな未来の実現に貢献します。
1946年の設立以来、衛生管理サービスを提供する
施工会社として、また、殺虫剤の開発・製造メー
カーでもあるという強みを活かして、より高度な
環境衛生の創造に挑む「クリーン・イノベーター」
として歩み続けています。

興陽商事株式会社
〒175-0091  東京都板橋区三園1-22-12
TEL  03-3938-2011
代表者名：葛西　晋平

代表者名：
大谷　幸二

代表者名：
代表取締役　金子　義博
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代表者名：
前田　士郎

株式会社サンキョークリーンサービス
〒136-0072  東京都江東区大島3-23-5
TEL  03-5626-6418

創立年月日：1997年4月1日
設立年月日：2005年3月28日
会社紹介：弊社は下町情緒あふれる江東区に本社
を構えております。お問い合わせから工事完了、
その後のアフターサービスまで一貫した担当ス
タッフによるきめ細かな対応を強みとしており、
一般の方・業者様よりご好評を頂いております。

【人と住まいの健康を守る、これが私たちの願いで
す】を企業理念とし、今後ともスタッフ一同力を
合わせ、より快適な生活環境をお守りすべく努力
してまいります。
これからもより一層のご愛顧を賜わりますよう、
よろしくお願い申しあげます。

株式会社サンニック
〒284-0024  千葉県四街道市旭ヶ丘3-8-15
TEL  043-432-9251
代表者名：井﨑　邦敏

株式会社サンレイ
〒108-0073  東京都港区三田4-1-35
　　　　　  三田シャスタービル707号
TEL  03-3455-6571
代表者名：鈴木　和夫

株式会社三共クリーンシステム
〒181-0012  東京都三鷹市上連雀9-15-26-101
TEL  0422-46-5736

創立年月日：平成18年11月1日
設立年月日：平成19年2月19日
歴代代表者名：田中　勲

会社紹介：平成18年頃消毒業の会社から数名でね
ずみ駆除業をはじめました。私が以前、建築業
で十数年仕事をしていたため戸建てや建物など
の構造に詳しいので封鎖工事なども苦にはなら
ないです。
　当社は、主にねずみ駆除・退治・対策をメイン
としてスズメバチ駆除やハクビシン防除、ゴキブ
リ防除、又、ハト害防止工事、害虫駆除を専門に
している、駆除・退治・対策の『職人』集団です。

株式会社 三共消毒
〒104-0061  東京都中央区銀座2-2-2
　　　　　  ヒューリック西銀座ビル7F
TEL  03-3562-1600

創立年月日：1925年（大正14年）4月
設立年月日：1957年（昭和32年）3月13日
歴代代表者名：小川 徳松、小川 智儀、泉    敏夫
会社紹介：㈱三共消毒は1925年（大正14年）の創
業以来90年以上に渡り、環境衛生の維持管理に関
するサービスを提供してまいりました。現在では、
永きに渡り蓄積した知識・経験・ノウハウを継承
していきながら、未来を見据えた人材の育成に力
を注いでいます。それは、売上や利益を優先する
のではなく、お客様から「満足・感動・感謝」を
いただける人材を育てることが、PCO業界の発展
に繋がっていくものと考えているからです。2025
年に迎える≪創業100周年≫への基本方針として

「日本一の品質とサービス」の実現を掲げ、これか
らもPCO業界の発展に寄与していきます。

株式会社三共消毒　城西営業所
〒166-0003  東京都杉並区高円寺南4-13-2
TEL  03-3311-0160
代表者名：池内　翔貴

株式会社三共消毒　葛飾営業所
〒124-0023  東京都葛飾区東新小岩1-11-6
TEL  03-3696-7761
代表者名：世古　和孝

代表者名：
田中　勲

代表者名：
代表取締役　泉   敏夫
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株式会社三共消毒　西東京支店
〒185-0013  東京都国分寺市西恋ヶ窪2-15-23
TEL  042-359-5741
代表者名：勝屋　達行

有限会社三共テック
〒146-0081  東京都大田区仲池上2-20-5
　　　　　  セントラル仲池4F
TEL  03-5748-2181
代表者名：斉藤　純

株式会社三幸
〒125-0054  東京都葛飾区高砂2-20-3
TEL  03-3672-2866

創 立年月日：昭和47年4月18日
設 立年月日：昭和49年12月21日
会社紹介：弊社は、葛飾区を拠点に、建物内外や
樹木、緑地における有害生物防除など、環境の維
持管理に取り組んでおります。
地域に寄り添うPCO事業所を目指し、お客様に快
適な環境を提供できるよう心がけております。
長年培ってきたノウハウと熟練の高い技術力で、
これからも安全、安心で信頼される会社であり続
けたいと思っています。

三栄化学消毒
〒173-0001  東京都板橋区本町40-10
　　　　　  津野田ビル
TEL  03-3963-4040
代表者名：田中　万三

三共サービス株式会社
〒181-0013  東京都三鷹市下連雀3-21-15
TEL  0422-49-5388
代表者名：佐藤　信好

三喬クリーン株式会社
〒115-0051  東京都北区浮間2-12-2
TEL  03-5970-0865
代表者名：辻　澄夫

三洋株式会社
〒182-0025  東京都調布市多摩川5-18-27
TEL  042-487-4541

創立年月日：昭和59年12月
設立年月日：昭和60年10月
歴代代表者名：藤田　洋三
会社紹介：創立してから約35年になります。害虫
駆除業者としてシロアリ・ネズミ・ハチからハク
ビシンまで施工しています。ここ数年、依頼が多
いのがコウモリです。これは難易度が高い作業で
すが、私どもはコウモリ防除を得意としています。
コウモリでお困りの際は、ぜひご相談ください 。

株式会社三共リメイク
〒125-0042  東京都葛飾区金町2-26-7
TEL  03-5876-6388

創 立年月日：平成18年10月
設 立年月日：平成18年10月
会社紹介：弊社は創業以来、総合害虫・害獣駆除
業者として関東近郊を中心に、迅速且つ丁寧に対
応をさせていただいております。
誠実に対応し、勤勉に仕事をし、安心をしていた
だく、という「誠実・勤勉・安心」という三つを
主軸として日々励んでおります。
この三つが、弊社を今まで支えてきたものであり、
またこれからも支え続けていくものとなります。
社員一人ひとりがこの三つの精神を持ち、一人で
も多くのお客様に満足していただけるように尽力
していく所存です。

代表者名：
代表取締役　三宅　弘文

代表者名：
藤田　洋三

代表者名：
代表取締役　神谷　智洋
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これからも株式会社三共リメイクを宜しくお願い
致します。

株式会社シー・アイ・シー
〒110-0014  東京都台東区北上野1-10-14
TEL  03-3845-8611

創立年月日：1964年4月1日
設立年月日：1966年12月22日
歴代代表者名：芳賀　英吾
会社紹介：清潔で快適な環境を創るクリーンドク
ターとして、ネズミ・ゴキブリ対策、鳥害対策、
空気環境等測定、食品施設衛生管理、医療施設衛
生管理、環境衛生対策を主な業務にしている。ま
た、北海道、九州、沖縄各シー・アイ・シー株式
会社を設立し、全国一律の質の高いサービスを提
供している。更に、水槽・給排水管理を専門とす
るシー・アイ・シーアクアテック、シロアリ施工、
床下換気扇設置などシロアリ対策を専門とする
シー・アイ・シー住環をグループ会社として有し
ている。

株式会社シマダ
〒112-0005  東京都文京区水道2-5-4
　　　　　  石切橋ビル
TEL  03-3814-1500

会社紹介：昨今、異常気象による災害や媒介害虫
の脅威、そして有害外来生物の被害増加など現代
社会において環境衛生業への期待は高まっており
ます。そんな中で弊社は今年で36年目を迎えまし
た。よく知られた大型施設や商業ビルから一般の
ご家庭まで、ネズミ・害虫駆除から感染症対策、
競走馬の防疫作業など特殊な分野まで幅広いニー
ズに応えて参りました。このような豊富な実績と
経験こそが弊社の財産と言えます。今後、さらに

研究開発や努力を重ねて新たな健康リスクや経済
リスクに立ち向かう人間味あふれる企業として社
会的役割を果たして参ります。

株式会社ジーエムシー
〒113-0034  東京都文京区湯島3-14-9
　　　　　  湯島ビル
TEL  03-3834-6431
代表者名：小泉　和久

ジェイ・ビー・シーサービス株式会社
〒167-0053  東京都杉並区西荻南2-7-13
　　　　　  JBCビル
TEL  03-3335-4511

創立年月日：昭和32年6月
設立年月日：昭和59年10月25日
歴代代表者名：代表取締役社長　尾﨑　忠利
会社紹介：創業は朝日消毒㈱として害虫駆除消毒業
務を開始しており、「広く社会の環境衛生に奉仕を
する」をスローガンに「質の高い心のこもったプロ
サービス」をモットーに業務を行ってまいりました。
現在では『建物関連業務の総合サービス企業』と
して、建物に関する業務の完全自社施工を堅持し、
建物資産価値の維持・延長に取り組んでおります。
ISO9001及びISO14001をダブル認証取得（両規格
取得は業界全国初）しており、安定した高い業務
品質及び地球環境に優しい業務を適正価格にて
行っております。

シェル商事株式会社
〒104-0061  東京都中央区銀座2-13-2

創立年月日：昭和35年3月17日
会社紹介：シェル商事はビルの衛生管理業務を通
して、人と自然にとって調和のとれた質の高い環

代表者名：
代表取締役　蒲田　春樹

代表者名：
代表取締役　尾﨑　忠利

代表者名：
岡部　美楠子
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境をSustainable（持続的に）かつReasonableに
（適正な価格で）お届け致します。長期的な視点に
立って本業に取り組み、環境の改善を進め、社会
に貢献できる企業を目指します。

システック有限会社
〒132-0035  東京都江戸川区平井2-13-18
TEL  03-6666-6731
代表者名：米倉　謙一

株式会社ジャパンメンテナンス
サービス

〒196-0031  東京都昭島市福島町3-15-10
TEL  042-543-8001
代表者名：細川　恵子

新大橋環境衛生サービス株式会社
〒135-0007  東京都江東区新大橋2-21-6-1F
TEL  03-3632-1130

創 立年月日：平成23年2月（母体企業/新大橋運輸
㈱）より分社化、当該組織を新設

設立年月日：同上
歴代代表者名：なし
会社紹介：当社は昭和16年（初代）が運送業を開
業し、長年運送業一筋で創業しておりましたが、
平成6年二代目就任を機に新規事業部門として環境
衛生事業部を設立しました。
主に東京都23区内の官庁を中心に区役所・保健所
などの施設防除及び害虫駆除委託業者として、害
虫・害獣の駆除・防除・消毒業務を行ってまいり
ましたが、平成23年に民間のPCO業務に本格的に
参入するに当り環境衛生部門を切離し、「新大橋環
境衛生サービス株式会社」を設立するに至りまし
た。官庁等で培ってきた技術とノウハウを民間業
務で発揮し、お客様に安心と安全をお届けできれ
ば幸いです。

代表者名：
代表取締役　大木　健司

セントラルトリニティ株式会社
東京支店

〒151-0053  東京都渋谷区代々木1-24-6
TEL  03-5365-2907

創立年月日：1965年12月24日
設立年月日（法人化した年月日）：1965年12月24日
歴代代表者名：山本　典生
会社紹介：弊社は、事業を通じて社会に貢献する
ことを経営理念とし【環境衛生を守る社会奉仕産
業の一員（旗手）となる】を社是に掲げ、1965年
ペストコントロール事業をスタートさせました。
現在においては食の安全通信簿、厨房チェックパ
トロールの食品安全監視システムや光触媒コー
ティングシステムを構築し、総合衛生管理業とし
て躍進しております。又、安心・安全・完全をコ
ンセプトに、ソフト＆ハードの両面でさらに磨き
をかけ、時代の求めるサービスの提供を追及し、
全社員一丸となり邁進したいと考えております。
なにとぞ、より一層のご愛顧とご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

株式会社　セスコ
〒121-0801  東京都足立区東伊興1-16-6
TEL  03-3857-0448

創立年月日：1987年4月1日
設立年月日：1988年7月1日
歴代代表者名：1987年4月1日～現在　新島　清志
会社紹介：この度は東京都ペストコントロール協
会創立50周年を迎えられますことに対し、心より
お祝い申し上げます。
株式会社セスコは創立して32年目を迎え、信用と
実績が大切なペストコントロール業界において、
常に確実な対策に取り組んでおります。
特に一般住宅においては、リフォームにも携わって

代表者名：
白木谷　唯春

代表者名：
新島　清志
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いる自社技術を活かし、年間1000件以上の害虫・害
獣防除を行うとともに、「Sure Engineering Service 
Company.」を企業理念とし、より良い技術・サー
ビスの提供を目標に邁進してまいりました。
今後も進化していく技術や情報を取り入れ、ペス
トコントロール業界の発展に貢献していきたいと
考えております。

西武消毒株式会社
〒176-0012  東京都練馬区豊玉北1-9-1
　　　　　  フォレストハイツ103号
TEL  03-3994-6481

設 立年月日：昭和44年1月24日
歴代代表者名：1）創業者：大村　昭二
　2）二代目：大村　通明
会社紹介：創業者大村昭二は、食品小売業を行
なっており、その際自分の店舗でネズミ対策の必
要性に接し、害虫駆除業務を創めるきっかけと
なったと聞いております。食品小売・酒店経営の
かたわら、ネズミ・ゴキブリ駆除から始め、白蟻
防駆除の業務も含め、営業所の店舗展開をしてま
いりました。
創業者、大村昭二は、平成28年8月18日に85歳で永
眠いたしました。その意思を引き継ぎ、大村通明
が、平成18年より代表者に就任し、平成30年3月当
社も、50期を迎えることができました。今後とも
よろしくお願いいたします。

西武消毒株式会社　城東支社
〒173-0001  東京都墨田区太平1-15-11
　　　　　  金沢ビル1F
TEL  03-3626-4671
代表者名：大村　通明

創衛社
〒197-0802  東京都あきる野市草花1321-3
TEL  042-559-2282
代表者名：篠　雅人

代表者名：
大村　通明

創研マネジメント株式会社
〒140-0013  東京都品川区南大井3-19-4
　　　　　  テルジデントⅢ  1階
TEL  03-6423-1382

創立年月日：平成18年7月1日
設立年月日：平成21年1月19日
歴代代表者名：代表取締役　早田　修
会社紹介：害虫、害獣駆除のPCO業務を通して、
日々技術を研鑚しています。
そして、世の中の役に立てる人、役に立てる会社
であるために、誠実に行動することを大切にして
います。

造園グリーンアート
〒195-0057  東京都町田市真光寺1-1-1-110
TEL  042-735-4840
代表者名：熊沢　進

株式会社大正クエスト
〒158-0094  東京都世田谷区玉川2-21-1
　　　　　  二子玉川ライズ・オフィス7F
TEL  03-6431-0009

創立年月日：昭和51年4月
設立年月日：昭和52年3月11日
歴代代表者名：千葉　豊喜
会社紹介：当社が事業を始めたころは、この事業
も社会的な地位が低く、害虫駆除の薬害も問題に
なっていた時代でした。一方、世の中はモノから
サービスへと変化しつつある時代でもあり、当社
は先進的な技術を持つアメリカに行き、多くのこ
とを学びました。そしていち早く、対処療法によ
る害虫駆除から予防という視点に立った害虫防除
へと変え、それを当社の差別化にしました。働き
方改革が叫ばれている今、これからはICTを事業

代表者名：
代表取締役　早田　修

代表者名：
千葉　豊喜
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に取り入れ、安心と安全と効率化を図って行きた
いと考えています。その他、食品衛生管理、鳥獣
害防除等の事業も顧客のニーズに応えるべく取り
組んでいます。

株式会社　台一環境
〒155-0033  東京都世田谷区代田6-6-9-1Ａ
TEL  03-3468-4114

創立年月日：昭和49年10月1日
設立年月日：昭和49年10月17日
歴代代表者名：金子　繁治
会社紹介：創立50周年、おめでとう御座います。
昭和55年の協会設立より59年4月の社団法人化に至
りお世話になって来ました。役員を受け給わった
21年間　組織、総務、会計、安全衛生をそれぞれ
の会長に助けられ今日に至っておる事が夢の様に
思われます。湯沢、元木、林の各代と今は亡き諸
先輩に心より感謝申し上げます。
昭和52年にUSA-CAL（サンタローザのロジャー
PS）にて見聞きをした実態に感動を受け「喜んで
頂ける仕事」に専念して来ました。心に残る仕事
としては昭和60年（1985年）のつくば万博です。
総務、会計、委員長を仰せつかり夢中で走り廻っ
た事、今は亡き恩田会長、紅谷副会長（日P　山
本会長）等々のご指導と協力を頂いた各社の従事
者に遅らばせ乍らお礼を申し上げ、思い出の一環
とさせて頂きます。

“環境ダイイチあなたの為に!!”が当社のキャッチ
フレーズです。

株式会社大昌
〒108-0074  東京都港区高輪4-18-20
TEL  03-3447-1557
代表者名：原田　昌弥

大光ビルサービス株式会社
〒104-0061  東京都中央区銀座2-11-2
TEL  03-3541-3821
代表者名：小川　裕正

代表者名：
金子　秀五郎

タケダ・サイエンス株式会社
東京支店

〒206-0822  東京都稲城市坂浜2925
TEL  042-350-3461
代表者名：唐澤　勇平

千代田商事株式会社
〒101-0026  東京都千代田区神田佐久間河岸70
　　　　　  第二田中ビル
TEL  03-3866-5344
代表者名：村上　友輔

有限会社中央ビルサービス
〒173-0005  東京都板橋区仲宿17-8
TEL  03-3964-5216
代表者名：秋元　三成

株式会社　中央社
〒164-0014  東京都中野区南台5-4-10
　　　　　  サンコート南台206号室
TEL  03-3382-5764

創業年月日：昭和36年９月27日
設立年月日：同上
歴代代表者名：創業から平成14年　豊田　清七
　　　　　　　平成14年より　　　渡邉　徹
会社紹介：創業時はシロアリ主体の業態でしたが、
渡邉代表就任を機に建築物のネズミ・害虫駆除に
注力、ビル害虫管理に主軸を移行、さらに東京都
住宅供給公社の工事店指名を得て、賃貸住宅に発
生するネズミ・シロアリ・ゴキブリ・毛虫・ムカ
デはもとより宅内死亡・汚水冠水等の殺菌・消毒・
消臭等集合住宅に発生する多岐に渡る衛生的問題
の解決も大きな柱になり、現在は3本の柱を擁する
ことが出来ました。また、2018年度より感染症委員
長を拝命、今後は感染症対策にも力を注ぐ所存で
す。総勢5名の小規模事業者ですが、個性的なサー
ビスを提供できる企業にしたいと考えています。

代表者名：
代表取締役　渡邉　徹

正会員・賛助会員紹介
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株式会社帝装化成
〒169-0072  東京都新宿区大久保2-6-16
　　　　　  平安ビル6F
TEL  03-3208-7921

創立年月日：昭和39年4月
設立年月日：昭和50年7月
歴代代表者名：出口義久・佐久間惟夫・薄田清文・ 
　榎本賢作・鈴木賀久
会社紹介：株式会社帝装化成は、昭和39年4月の発
足当時より、IPMの手法を取り入れた防虫・防鼠
管理施工を「総合害虫防止システムTPC」として
防除作業を実施し、現在まで成果を上げてきまし
た。今後とも今までの豊かな経験を生かし、また、
TEISO GROUPとしてグループ各社の技術サービ
スのさらなる向上をめざして日々努力し、お客様
へのより良いサービスを提供できるよう精進して
参ります。

株式会社テオリアハウスクリニック
〒177-0053  東京都練馬区関町南4-16-19
　　　　　  南関町ビル2階
TEL  03-5948-5332

創立年月日：昭和47年
設立年月日：昭和49年1月24日
歴代代表者名：初代：南山　昭二、
　二代目：南山　和也
会社紹介：昭和47年「白蟻に喰われて泣くよりま
ず予防」をキャッチフレーズに新築時の白蟻予防
工事専門会社として創業。昭和49年関東白蟻防除
株式会社を設立した。積水ハウス、大和ハウス、
ナショナル住宅等鉄骨系大手ハウスメーカーの工
事店として業容を拡大させた。昭和50年千葉営業
所、昭和51年松本営業所を開設。昭和63年松本に
株式会社ランバーテックを設立。加圧式木材防腐

工場を建設し防腐木材の製造を始めた。平成13年4
月に長男の南山和也が二代目社長に就任。平成14
年1月26日創業者南山昭二永眠。平成28年10月に株
式会社テオリアハウスクリニックに社名変更した。

株式会社東京三洋
〒152-0034  東京都目黒区緑が丘2-4-14
TEL  03-5726-6400

創立年月日：昭和39年10月
設 立年月日：昭和39年12月5日
歴代代表者名：創業者　紅谷　敦
会社紹介：中央区銀座4-1三和ビル4階にて発足し、
松下電工㈱ ナショナルラムタリン一次代行店とし
てネズミ防除から始めました。その後の社歴など
は、当社ウエブcleanstaff.comの「会社情報」など
をご参照下さい。
昭和44年以来本拠としていた渋谷区恵比寿西地区
から、平成17年9月に自由が丘地区へ移転し、世田
谷区奥沢2-2-22に業務センターを開設して業務を集
約し、平成26年には当社も50周年をお先に迎える
ことができ、現在に至ります。
城南地区の同業者や保健所の皆様には、困り事や
分からない事などありましたら遠慮なく、お気軽
にお声掛けください。

東京マウス＜Tokyo Mouse＞
〒130-0001  東京都墨田区吾妻橋3-3-5
　　　　　  安田ビル405
TEL  03-5926-4937

創立年月日：1980年5月 （2002年9月1日 改名）
設立年月日：※法人化していません
歴代代表者名：永井　宇弘、福井　義広
会社紹介：一般住宅・一戸建てのねずみ駆除に特化
した駆除作業を行っています。

代表者名：
南山　和也

代表者名：
福井　義広

代表者名：
代表取締役　紅谷　一郎

代表者名：
鈴木　賀久

正会員・賛助会員紹介
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ねずみの駆除作業を行った後に、「再発」させない
と言うのが当社のポリシーであり、真価が発揮され
る所と認識しております。
長年ねずみ駆除を行ってきた独自の視点・方法で、
駆除後に再度ねずみが侵入することのないように
徹底ガードします。
ねずみ駆除後の作業の細かさ、徹底さ、経験で培っ
た独自の視点・方法で、業界の先駆者として日々の
業務を自信を持って行っております。

東京企業株式会社
〒166-0003  東京都杉並区高円寺南4-5-6
TEL  03-3314-5967
代表者名：深谷　敏哉

東京太洋化工株式会社
〒110-0015  東京都台東区東上野5-11-8
TEL  03-3842-8991

創 立年月日：昭和34年4月創立
設 立年月日：昭和45年7月27日設立
歴代代表者名：初代　代表取締役　坂上文昭
　2代目　代表取締役　坂上茂雄
会社紹介：下町上野で半世紀の時を刻み、その中
で多くの虫やねずみ、害獣たちとの格闘をしてま
いりました。これからも青い地球を守るため、環
境への負荷の低減を念頭に『地球環境と共生した
快適な暮らし』をテーマに、環境衛生管理のパー
トナーとして、技術のプロとして、私たちはすべ
ての人、物、環境に安心・健康・健全な真の快適
環境を創出いたします。

株式会社東京三井トータルサービス
〒116-0011  東京都荒川区西尾久8-49-1
TEL  03-6807-8526

設立年月日：2009年10月1日
会社紹介：弊社は『キレイを提案します』をモッ
トーに消毒業、清掃業、脱臭業を営んでいます。
お客様の悩みをワンストップで解決し、社会に必
要な企業を目指します。
お客様に『喜んで頂く』、『感動して頂く』を実行
し、自信、夢、希望、誇り、感謝の気持ちを持っ
て働ける、そんな会社創りに努力します。

株式会社東京三井トータルサービス
大田営業所

〒146-0082  東京都大田区池上7-21-15-102
TEL  0120-321-478
代表者名：三井　昌秀

株式会社東京三井トータルサービス
足立営業所

〒123-0851  東京都足立区梅田3-11-21
TEL  03-3927-6244
代表者名：三井　昌秀

株式会社東京三井トータルサービス
北営業所

〒114-0004  東京都北区堀船4-11-8
TEL  03-5944-6302
代表者名：三井　昌秀

株式会社東京三井トータルサービス
渋谷原宿営業所

〒150-0001  東京都渋谷区神宮前1-15-13　2F
TEL  0120-305-662
代表者名：三井　昌秀

東武消毒有限会社
〒207-0011  東京都東大和市清原2-1-9-606
TEL  042-561-8213

創立年月日：昭和46年4月1日
設立年月日：平成3年3月27日
歴代代表者名：荻沼　忠義　（現）

代表者名：
代表取締役　坂上　茂雄

代表者名：
三井　昌秀

代表者名：
代表取締役　荻沼　忠義

正会員・賛助会員紹介



Pest Control TOKYO  111

50th Anniversary

会社紹介：弊社は、昭和46年に白蟻駆除及びねず
み駆除を主とする業務会社として、東武消毒研究
所として運営を始めました。
時代とともに、建物総合管理会社が、建物におけ
る環境衛生の必要性が高くなり、清掃業務・設備
業務・警備業務など業務内容に、ねずみ・害虫駆
除の衛生環境の重要視されるようになりました。
その為、白蟻・ネズミ駆除業務と共に、建物に対
する施工業務として、総合防除業務をしています。
現在では、少人数の社員ですが、業務用防虫器や
薬剤などより良く効果的な物を取り入れながら、
お客様のニーズに答えられるよう実績と経験を生
し、日々学びと努力をしてまいります。

東洋消毒株式会社
〒125-0032  東京都葛飾区水元5-11-18
TEL  03-3608-2432

設立年月日（創立年月日と同じ）：昭和41年8月15日
歴代代表者名：初代　永安　一郎
　2代目　永安　卓利
会社紹介：弊社は当初は時計バンド加工業として
創業致しました。
その後昭和54年に害虫駆除を永安一郎が事業とし
て設立し、現在まで約40年、地域の皆様に支えら
れ会社を続ける事が出来ました。
今までの50年、そして協会のこれからの50周年に
向けて微力ながら発展に少しでも寄与する事が出
来れば嬉しい限りです。
先人達の大変なご苦労があっての現在の都協会の
信用だと思います。2020年に東京オリンピックを
迎える中、私達の使命も責任も大きなものになる
ことでしょう。益々の東京都ペストコントロール
協会の発展を祈っております。

東洋消毒株式会社
〒187-0013  東京都小平市回田町154-12
TEL  042-324-5291

創立年月日：昭和41年5月21日
設立年月日：昭和52年5月
歴代代表者名：金子　徳三郎
会社紹介：白アリ・害虫・ネズミ・ハチ・床下湿
気対策・殺菌消臭消毒等の環境衛生業務を通して
社会に貢献できるよう努めております。
地域に密着しお客さまに満足して頂き、常に信頼
される会社そして社員であるべく業務に励んでお
ります。
仕事を通して人間的に成長していくことができるよ
う、これからも努力してまいる所存でございます。

AAA メンテナンス株式会社
〒158-0087  東京都世田谷区玉堤1-21-16
TEL  03-5752-1380

創立年月日：平成21年4月9日
設立年月日：同上
歴代代表者名：西岡　徹也　のみ
会社紹介：平成21年の設立以来、ネズミやハクビ
シン、トコジラミを中心にPCO業務を行なってま
いりました。
　当初は神奈川県川崎市に事務所を設けましたが、
平成23年に世田谷区に移転し、現在に至ります。
宮城県・愛知県・兵庫県・福岡県にも営業所を開
設し、広域で活動しております。

中村化学工業株式会社
〒170-0004  東京都豊島区北大塚1-20-7
TEL  03-3918-0597
代表者名：林　俊光

代表者名：
代表取締役　永安　卓利

代表者名：
代表取締役　金子　隆一

代表者名：
西岡　徹也
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日栄商工株式会社
〒153-0064  東京都目黒区下目黒2-23-7
TEL  03-3779-4661
代表者名：末松　竜太

日本カルミック株式会社
エンジニアリング事業部

〒107-8456  東京都港区赤坂4丁目8-19
　　　　　  赤坂表町ビル
TEL  03-3402-1581
代表者名：高居　隆章

日本環境衛生株式会社
〒168-0062  東京都杉並区方南2-25-3
　　　　　  峯幸ハイム102
TEL  03-3314-4441

創 立年月日：昭和34年9月21日
設 立年月日：昭和34年9月21日
歴代代表者名：初代　湯澤　勉時
　２代目　湯澤　茂弥太、３代目　湯澤　道雄
会社紹介：弊社は昭和34年9月より主に杉並区を中
心とした害虫防除活動を行ってきました。
官公庁は元より、民間施設、小、中、高、大学を
含む様々な害虫防除に携わり実績と信頼を得られ
る様に、お客様のニーズに応えられる業務に邁進
してまいりました。
会社創立より早60年の歴史を迎え、日々多様化す
る害虫にも対応できる様、これからも努力を怠ら
ない会社を目指してまいります。

株式会社ネオ
〒144-0051  東京都大田区西蒲田1-6-21
TEL  03-3753-0238
代表者名：松沢　英樹

ハート＆クリーン
〒198-0036  東京都青梅市河辺町9-7-1-5-502
TEL  0428-22-1603
代表者名：古谷　美貴子

株式会社東日本環境アクセス
〒110-0015  東京都台東区東上野3-4-12
TEL  03-3836-1551
代表者名：梅原　康義

株式会社　日の出商会
〒177-0045  東京都練馬区石神井台5-8-18
TEL  03-3920-8922

創立年月日：昭和49年8月15日
設立年月日：昭和49年11月6日
歴代代表者名：坂和一郎・内田恵造
会社紹介：弊社もあと6年で50周年を迎えるにあ
たってお客様から「ありがとう」と感謝される様
に努力していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

有限会社ピーシーオー三共
〒164-0001  東京都中野区中野5-24-25
TEL  03-3389-4888
代表者名：伊東　絢子

深井消毒
〒182-0023  東京都調布市染地3-1-134
　　　　　  多摩川住宅　ロ　12-102号室
TEL  042-484-4516
代表者名：深井　俊哉

三井物産フォーサイト株式会社
〒141-0032  東京都品川区大崎1-6-1
　　　　　  TOC大崎ビル1号棟6・7F
TEL  03-5759-2787
代表者名：山本　佳弘

代表者名：
代表取締役　山田　政宗

代表者名：
代表取締役　内田　司
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株式会社フリーマン
〒150-0036  東京都渋谷区南平台町15-1-1005
TEL  03-3463-0652

創立年月日：昭和62年5月18日
設立年月日：昭和62年5月18日
歴代代表者名：福永　隆
会社紹介：今年で創業32年目を迎えました。現在、
渋谷区に拠点を置き、ゴキブリ、ネズミ、飛来昆
虫等の防除施工を中心に事業を営んでいます。
また、弊社では防除率、維持管理基準を常日頃か
ら改善向上を図るため、防除技術面からはじまり、
その関係器具などの開発部門も設けています。
IPM法規に沿った新しい都市ビル防除管理、完全
防虫管理、完全防鼠管理、システム（防除維持管
理基準＝施設内目視皆無）など、技術力向上にも
務めています。

フマキラー・トータルシステム
株式会社

〒101-0038  東京都千代田区神田美倉町11番地
　　　　　  フマキラー第2ビル
TEL  03-5297-8545
代表者名：森岡　健志

文華環境株式会社
〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-12-15　
　　　　　  カーサ錦糸町227号
TEL  03-5608-8497
代表者名：山口　晃

株式会社ベルハウスサービス
〒123-0841  東京都足立区西新井3-3-21
　　　　　  石渡ビル1階
TEL  03-5837-2511
代表者名：播　賢一

有限会社　朋友サービス
〒198-0043  東京都青梅市千ヶ瀬町4-374-6
TEL  0428-21-5776

創立年月日：平成14年5月30日
歴代代表者名：初代代表　西山　和良
　在任期間　平成14年5月30日～平成29年7月31日
　2代目代表　西山　利秀
　在任期間　平成29年8月1日～現在
会社紹介：弊社は東京都青梅市に事務所を構え、
青梅市を中心に西多摩地区周辺にてシロアリ防除
やスズメバチ駆除等の害虫駆除、ネズミやアライ
グマ等の害獣対策を主に扱っております。
その他にも住宅リフォームを軽微な工事から大規
模な修繕等まで対応可能で、住居に関する幅広い
方面でお客様の力となることができます。

株式会社ホワイトスター
〒136-0072  東京都江東区大島2-13-10
TEL  03-5875-2192
代表者名：星　玲太

株式会社マウスジャパン
〒132-0011  東京都江戸川区瑞江1-40-8
TEL  03-5636-0087
代表者名：安中　昌彦

丸三製薬バイオテック株式会社
東京ラボ

〒103-0028  東京都中央区八重洲1-4-20
　　　　　  東京八重洲ビル4F
TEL  03-5542-1603
代表者名：藤井　健太郎

代表者名：
代表取締役　西山　利秀

代表者名：
代表取締役社長　福永　隆
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有限会社ミヤザキ
〒179-0081  東京都練馬区北町1-41-18
TEL  03-3937-5511

創立年月日：昭和56年8月1日
設立年月日：平成9年3月7日
歴代代表者名：宮崎　宜夫
会社紹介：ネズミとゴキブリ駆除専門に業務を凝縮

株式会社ミヤコ消毒
〒179-0081  東京都北区中十条3-20-5
TEL  03-3908-2487

創業年月日：昭和47年3月
創立年月日：昭和48年10月3日法人に改組
歴代代表者名：
　昭和48年10月　江原　行雄　代表取締役就任
　平成  3年 9月　大村　通明　代表取締役就任
　平成18年 6月　大村　惠一　代表取締役就任
会社紹介：弊社は昭和47年初代社長が創業し翌昭
和48年10月法人化されました。その後平成3年9月
に同業他社の傘下に入り長年営業を行って参りま
した。その傘下から平成29年3月より完全に独立し、
現在に至っております。過去の記録では、創業当
初は個人宅や飲食店舗等の害獣害虫防除の業務を
多く行っていたようです。しかし、平成3年以降は
対応業種先の幅も拡がり、食品工場や一般企業及
び医療関係施設等の衛生管理業務を多く取扱うよ
うに成りました。
営業エリアも拡大して、現在は関東圏内と長野県
や近県のお客様を対象に業務を行っております。
現在約30名の社員が奮闘中です。

ミツイ消毒株式会社
〒135-0012  東京都江東区海辺11-15
TEL  03-5690-3883
代表者名：尾高　清彦

室町ビルサービス株式会社
〒103-0012  東京都中央区日本橋堀留町1-8-12
　　　　　  さくら堀留ビル
TEL  03-5695-7141
代表者名：板倉　龍介

メッツ
〒174-0076  東京都板橋区上板橋3-23-4
　　　　　  第1大庭ビル3階
TEL  03-5921-1537

創立年月日：平成13年9月1日
設立年月日：（個人）
歴代代表者名：無し
会社紹介：環境衛生整備業務：害虫駆除、ネズミ、
シロアリ、鳩、カラス、蜂、茶毒蛾
昭和26年設立の大庭メンテナンス㈱の子会社とし
て害虫駆除、衛生管理のノウハウを学びました。
これからも仕事のむずかしい現場及びコンプライ
アンス等を社員に教えて行きたいです。

有限会社山新
〒320-0823  栃木県宇都宮市御蔵町3-16
TEL  028-635-6837
代表者名：山﨑　愼太郎

株式会社山手消毒
〒171-0022  東京都豊島区南池袋2-40-9
TEL  03-3984-7871
代表者名：田中　要二

八洲商事株式会社
〒153-0042  東京都目黒区青葉台2-15-10
TEL  03-3461-7106
代表者名：芦田　真也

代表者名：
青木　俊雄代表者名：

大村　惠一

代表者名：
宮崎　宜夫
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株式会社ヨシダ消毒
〒177-0041  東京都練馬区石神井町7-20-20
TEL  03-3995-0640

創 立年月日：昭和41年4月1日
設 立年月日：昭和47年12月14日
歴代代表者名：吉田鉂二、吉田邦二、清水一郎
会社紹介：当社は創立50年を過ぎました。当初の
テーマは㈱吉田消毒研究所として‘社会の環境衛
生に奉仕する企業です’から始まり、現在は‘共
生（symbiosis）それが私達の願いです’がテーマ
であります。常に技術のヨシダと呼ばれるように
というのが合言葉で、現在も研鑽を積み重ねてお
ります。協会の理事も先代から30年続け、ボラン
タリーの精神を持って業界の発展に貢献できるよ
うに努めて参ります。

株式会社ヨシダ消毒  多摩営業所
〒190-0031  東京都立川市砂川町1-44-7
TEL  042-535-7283
代表者名：志村　誠

株式会社ヨシダ消毒  南東京営業所
〒141-0031  東京都品川区西五反田6-7-5
TEL  03-3490-9781
代表者名：伊集院　武範

レイメイ株式会社
〒134-0083  東京都江戸川区中葛西3-18-7-101
TEL  03-6808-1246

創立年月日：2000年10月21日
設立年月日：2001年11月18日
歴代代表者名：森田　聖悟
会社紹介：2000年より、飲食店様の衛生管理事業
を行って参りました。

害虫駆除は全般にわたり行って参りましたが、特
に困難な駆除であるネズミ駆除はこれまでの経験
で今では独自の施工を確立することが出来ました。
またユーザー様のご予算のご都合に応える為、自
分で出来る駆除セットの販売も、独自のノウハウ
が載ったマニュアルを付けてご提供しております。
害虫駆除全般も、独自施工で完全駆除を目指して
日々研究を、重ねております。弊社はこれからも
迅速にお客様の声にお応え出来る様に、努力して
参ります。今後とも、どうか宜しくお願いいたし
ます。

株式会社ワン・ステップ
〒101-0021  東京都千代田区外神田5-2-3
　　　　　  JR外神田ビル4階
TEL  03-5826-4564

創立年月日：2004年5月16日
設立年月日：2004年5月6日
歴代代表者名：武藤　忠彦
会社紹介：弊社は、社員一人一人が環境コーディ
ネーターとして、害虫駆除に関する知識はもちろ
んのこと、対象環境にさまざまな影響を与える各
種の専門知識を身につけ、お客様に適切な環境プ
ランを提示・自らが実行し、一歩進んだ安全で快
適な住環境を提供することにより人と社会に貢献
することを目指しております。

株式会社若葉コーポレーション
〒135-0016  東京都江東区東陽6-3-25
TEL  03-3647-5307
代表者名：重政　俊太

代表者名：
武藤　忠彦

代表者名：
森田　聖悟

代表者名：
清水　一郎
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環境機器株式会社東京営業所
〒153-0064  東京都目黒区下目黒1-2-22-807
TEL  03-3493-6269

創立年月日：昭和44年6月1日
設立年月日：昭和48年11月1日
歴代代表者名：片山　和俊、片山　美智子
会社紹介：弊社は1973年法人設立の防虫コンサル
ティング商社です。弊社の特徴は、博士号、修士
号を持った虫の専門スタッフが最新の防虫技術に
ついて日々研究し、現代のニーズ、現場の声を元
に昆虫の生態や行動から見た業務用防虫資材の開
発に取り組んでいることです。また、弊社専門ス
タッフによるペストコントロール業者様向けの無
料セミナーを毎年全国各地で開催しており、毎回
多数のご参加をいただいております。近年はAIな
ど最先端の技術を生かした防虫管理対策の構築に
ついても模索・開発を進めております。

三井化学アグロ株式会社
PPM 営業部  プロダクツグループ

〒189-0004  東京都中央区日本橋1-19-1
　　　　　  日本橋ダイヤビルディング（受付15階）
TEL  03-5290-2702
代表者名：高見　秀輝

神栄産業株式会社
〒173-0001  東京都豊島区高田3-16-4
　　　　　  鹿野ビル2階
TEL  03-5391-3561

代表者名：東代　清隆
設立年月日：昭和36年12月16日
歴代代表者名：東代　清彦
会社紹介：この度は、協会創立50周年を迎え誠に
おめでとうございます。
これもひとえに協会員の皆様方の努力のたまものと
思います。
神栄産業株式会社もおかげさまで今年58期を迎え
る事が出来ました。本社（東京都豊島区）、大阪支
店〈大阪市中央区〉を拠点として全国のPCO/TCO

の専門業者の皆様へ親切・丁寧・そして納得のい
く情報と製品の提供をさせて頂いております。皆
様方からのご意見やアドバイスをもとに製品の改良
や新製品の開発に努力しております。これからも、
みなさまがより良い納得のされる製品をご提供でき
るように日々取り組んで参りたいと存じます。

鵬図商事株式会社
〒145-0064  東京都大田区上池台5-2-1
TEL  03-3748-8580

創立年月日：昭和37年（1962年）
設立年月日：昭和38年（1963年）5月15日
歴代代表者名：
　・芝生　晴夫（1963年～1994年）
　・芝生　幸夫（1994年～2007年）
　・添野　正宏（2007年～現在）
会社紹介：当社は防疫用殺虫剤及び薬剤散布に伴
う資機材の輸入販売を行っています。ドイツの高
性能煙霧機「スイングフォッグ」の輸入販売から
始まり、日本で初めての害虫駆除の海外視察ツ
アーを企画したり、ホートPCO研究会でのパネル
ディスカッションがきっかけで公益社団法人日本
ペストコントロール協会が誕生したりと、PCO業
界と共に歩んできました。
社員の幸福と業界の発展を通じた社会貢献を企業
理念とし、PCOの皆様の良きパートナーとして共
に歩んでいく所存でございます。

住化エンバイロメンタル
サイエンス株式会社　東京支店

〒103-0016  東京都中央区日本橋小網町1-8
　　　　　  茅場町高木ビル6階
TEL  03-3527-2657

代表者名：代表取締役社長　中嶋　政裕
設 立年月日：1989年12月
会社紹介：協会創立50周年、おめでとうございま
す。弊社は組織変更を経て現在5年目を迎えており
ます。組織変更以前からも御協会の会員様に弊社
薬剤をご使用いただき、心より感謝申し上げます。

代表者名：
代表取締役　片山　淳一郎

代表者名：
添野　正宏
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また、これからも末永くご愛顧賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。
さて、世間では環境に対する意識の高まりにより、
殺虫剤を取巻く環境は一昔に比べ一段と高度化し
ております。これからも社会の要望に応えるべく
変化に対応し、ご満足いただけるような安全性の
高い薬剤を提供していこうと考えておりますので
今後ともよろしくお願い申し上げます。

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

〒100-8262  東京都千代田区丸の内1-6-5
　　　　　  丸の内北口ビル
TEL 042-735-4840

代表者名：ハーラルト　プリンツ
創 立年月日：1911年5月1日
設 立年月日：2008年4月
会社紹介：バイエルは150年以上の歴史を持つ世
界有数のイノベーション企業であり、高く評価さ
れ、世界的に認められているブランドです。当社
のコアコンピタンスは、ヘルスケアや農業関連の
分野であり、人間や動物、植物の健康を改善する
革新的な製品やソリューションに応用する新しい
分子を開発しています。その研究開発活動は、生
命体の生化学プロセスへの深い理解に基づいてい
ます。
ライフサイエンス企業として、バイエルは多様な
製品ポートフォリオを持っています。それを通じ
て社会が直面しているグローバルな課題に取り組
んでいます。
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