
No. 社名・氏名 本社所在地 本社TEL 施設所在地 事業場TEL 許可番号 許可期限
許可品目
（中間処理）

許可品目
（最終処分）

選別：プ、紙、木、繊、ゴ、金、陶、が

　　　　（廃OA類等除く。）

選別：汚、金（廃乾電池）

選別：プ、金、陶（廃OA等)

圧縮：プ、紙、金

破砕：金、陶（廃蛍光管）

選別：油（アスファルト防水材）、プ、紙、

　　　　木、繊、金、陶、が

　　　　（建設系廃棄物）

圧縮：プ

3 オデッサ・テクノス株式会社 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４番３号 022-254-7870 東区北丘珠1条3丁目654番地 011-787-1335 第05120046252号 H32.8.15 造粒固化：汚

4 おもだか興業株式会社 北海道札幌市東区東苗穂11条2丁目8番10号 011-791-1775 北区篠路町篠路394番地 本社TELに同じ 第05120005809号 H31.3.17 天日乾燥：汚

5 株式会社管研 北海道札幌市手稲区新発寒7条1丁目1番26号 011-664-8881 手稲区新発寒7条1丁目1151番地 本社TELに同じ 第05120009146号 H31.11.4 天日乾燥：汚

脱水：汚、酸（牛乳） 埋立：燃、汚、プ、

乾燥：汚、酸（牛乳） 　　　　紙、木、繊、

コンクリート固化：汚 　　　　残、ゴ、金、

焼却：汚、油、酸、ア、プ、紙、木、 　　　　陶、鉱、が、

　　　　繊、残、ゴ、ふ、死 　　　　ふ、死、ば

油水分離：汚、油、酸、ア

中和：酸、ア

破砕：金・陶（廃蛍光管）

選別：プ、紙、木、繊、金、陶、が

　　　　（建設系廃棄物）、

　　　　汚・金（廃乾電池）、

　　　　プ・金・陶（廃家電等）、

　　　　プ・金（廃タイヤ）

破砕：陶、が

洗浄選別：陶、汚（自社排出物のみ）

8 社会福祉法人札親会 北海道札幌市北区新琴似1条12丁目121番地9 011-761-2811 東区伏古1条2丁目1番40号 011-786-7881 第05120106107号 H30.9.10 選別：プ・金・陶（廃パチンコ台）

9 株式会社　札清 北海道札幌市東区丘珠町316番地1 011-782-5300 東区丘珠町316番地1 本社TELに同じ 第05120030841号 H32.10.3 天日乾燥：汚

10 札幌企業産業有限会社 北海道札幌市白石区平和通13丁目北2番1号 011-862-8601 南区簾舞24番地1他 011-596-3644 第05130012142号 H30.11.20 埋立：が

北区篠路町福移153番地 011-791-6770 破砕：木

東区中沼町45番地24 011-790-3253

南区真駒内129番地30 011-588-3753

H31.6.5株式会社イーアンドエム 札幌市西区発寒１６条１４丁目６番１号 011-213-9103 札幌市西区発寒１６条１４丁目６番１号 011-213-9103 第05120053132号

選別：プ
11 一般財団法人札幌市環境事業公社 北海道札幌市中央区北1条東1丁目4番地1ｻﾝ経成ﾋﾞﾙ内 011-219-2053 第05120015654号

H28.5.14第05120040231号

H32.4.1

札幌市産業廃棄物処分業許可業者名簿

6

2 エコライン株式会社 北海道札幌市白石区川下641番地170

北海道札幌市中央区北1条東15丁目140番地 H32.2.26協業組合公清企業

東区東雁来町262番地132他

1

南区石山230番地011-572-3250

最終処分場：
　手稲区手稲前田453番地2
　手稲区手稲前田615、616番地

中間処理施設：
　東区中沼町45番地23

011-221-8881

011-874-0570

小橋北豊株式会社7 北海道札幌市南区川沿18条1丁目3番地

第05120018732号 H33.3.7

011-792-3770 第05140004748号

本社TELに同じ

本社TELに同じ



No. 社名・氏名 本社所在地 本社TEL 施設所在地 事業場TEL 許可番号 許可期限
許可品目
（中間処理）

許可品目
（最終処分）

札幌市産業廃棄物処分業許可業者名簿

西区発寒10条12丁目1番1号 011-665-0231 溶融・固化：プ（発泡スチロール）

選別：プ、金、陶

破砕・選別：プ

選別：プ

選別：汚・金（廃乾電池）

破砕：陶（廃蛍光管）

選別：プ、金、陶（廃OA等)

選別：プ、紙、木、繊、金、陶、が

　　　　（混合廃棄物）

圧縮：プ

13 札幌リサイクル骨材株式会社 北海道札幌市東区中沼町45番地26 011-792-4087 東区中沼町45番地26 本社TELに同じ 第05120025364号 H31.11.6 破砕：陶、が

14 株式会社　C&R 北海道苫小牧市字5番地の4 0144-56-4040 本社TELに同じ 第05120085831号 H29.3.6 （移動式）破砕：木

15 城東運輸株式会社 北海道札幌市東区伏古13条4丁目10番6号 011-782-8535 北区篠路町拓北6番692、751、855、864 011-778-1158 第05120016909号 H31.3.29 破砕：木

16 昭和マテリアル株式会社 北海道岩見沢市上幌向町542番地7 0126-26-3636 本社TELに同じ 第05120060416号 H32.2.23 （移動式）破砕：木

17 新日建設株式会社 北海道札幌市西区発寒15条1丁目1番16号 011-661-6730 手稲区曙5条5丁目110番地18 011-684-5488 第05120019762号 H29.8.20 破砕：陶、が

破砕：プ

西区発寒16条13丁目1020番地258 011-669-6696

西区発寒15条13丁目1020番地183、184 011-662-2211 圧縮：プ、金、陶

西区発寒16条12丁目1020番地197、198 011-661-3890 破砕：が

西区発寒10条14丁目1067番地7 011-669-1234 油水分離：油（食用廃油）

20 株式会社大伸 北海道札幌市厚別区上野幌2条3丁目1番16号 011-891-9051 厚別区山本1064番地72 011-871-2418 第05120038171号 H33.3.25 天日乾燥、造粒固化：汚

北海道札幌市中央区大通西1丁目14番地2第2有楽ビル内

（北海道支社）

破砕・溶融・固化：プ

　　　　　　（発泡スチロール）

23 大善建設株式会社 北海道札幌市中央区北2条東12丁目98番地12 011-209-9339 西区発寒15条12丁目1番25号 011-666-0300 第05120011043号 H30.3.5 天日乾燥：汚

破砕：プ（廃タイヤ）

選別：プ、金（ホイール、

　　　　ビードワイヤ）

切断：プ（ゴムホース、コンベアーベルト）

北海道札幌市東区東雁来5条1丁目1番18号

（札幌営業所）

26 株式会社東部清掃 北海道札幌市豊平区月寒東2条18丁目7番21号 011-851-9743 南区滝野19番1 本社TELに同じ 第05120005336号 H30.2.6 破砕：金、陶（火葬用耐火台車のみ）

27 東洋ロードメンテナンス株式会社 北海道札幌市中央区北6条西22丁目2番7号 011-642-8211 西区発寒13条14丁目1080番地29 011-666-6827 第05120006918号 H31.3.24 天日乾燥：汚

28 道路工業株式会社 北海道札幌市中央区南8条西15丁目2番1号 011-561-2251 豊平区西岡521-6他 011-588-2013 第05120017984号 H32.6.14 破砕：が（アスファルトのみ）

豊平区月寒東2条18丁目7番23号

南区滝野19番1

30 株式会社ドン・リースアンドレンタル 北海道札幌市北区北26条西4丁目22番 011-707-6644 西区発寒15条12丁目2番10号 011-661-6071 第05120052606号 H32.5.25 選別：プ、金、陶（廃OA等)

31 野田工業株式会社 北海道札幌市中央区盤渓365番地 011-643-1009 中央区盤渓365番地 本社TELに同じ 第05120070923号 H32.7.9 破砕：陶、が

第05120004828号

011-231-1221 西区福井495番地2外

西区発寒16条13丁目3番30号 本社TELに同じ

西区発寒13条12丁目1番1号 011-668-5000

西区発寒15条13丁目1020番地182

H29.11.18

H30.7.23第05120054796号

H32.9.7

011-611-9291

破砕：が（アスファルトのみ）

H29.9.30 破砕：が（アスファルトのみ）

第05120001900号

第05120000881号

選別：プ、金、陶（廃OA及び
　　　　類する機器、廃トナー)

29 豊平公益株式会社 北海道札幌市豊平区月寒東2条18丁目7番21号 第05140001241号

12 札幌第一清掃株式会社

天日乾燥：汚

北海道札幌市西区発寒13条14丁目1079番地

011-662-0718

北海道札幌市西区二十四軒4条2丁目2番1号

19

22

世紀東急工業株式会社 東京都港区芝公園2丁目9番3号

有限会社タイセツ

21 大成ロテック株式会社

011-781-281425

011-791-5349北海道札幌市東区中沼町45番地5524 株式会社タイヤリサイクル北海道

東亜道路工業株式会社

011-851-6221 本社TELに同じ

東区東雁来5条1丁目78番地1、90番地3

本社TELに同じ東区中沼町45番地55

011-781-2814

第05120000986号

H28.9.18

第05120071271号

H29.6.1903-3434-3345

011-664-2811

H31.10.16

H30.7.11011-280-128118 株式会社鈴木商会
北海道札幌市中央区北３条西４丁目１番地１
日本生命札幌ビル

011-676-2770

第05120009491号



No. 社名・氏名 本社所在地 本社TEL 施設所在地 事業場TEL 許可番号 許可期限
許可品目
（中間処理）

許可品目
（最終処分）

札幌市産業廃棄物処分業許可業者名簿

選別：プ、紙、木、繊、金、陶、が

　　　　（混合廃棄物）

ＲＰＦ製造：プ、紙、木、繊

破砕：プ、木

選別：プ、金、陶（オフィスごみ）

　　　　汚・金（廃乾電池）

破砕：プ（FD、CD等）

　　　　金、陶（廃蛍光管）、

　　　　紙・陶（廃石膏ボード）

中和：酸、ア

破砕：プ、金、陶

34 株式会社北海道グリーンメンテナンス 北海道札幌市東区北丘珠4条3丁目10番20号 011-781-2530 東区北丘珠4条3丁目10番20号 本社TELに同じ 第05120006072号 H32.1.15 天日乾燥：汚

35 北海道ペットボトルリサイクル株式会社 北海道札幌市東区中沼町45番地58 011-790-2345 東区中沼町45番地58 本社TELに同じ 第05120061528号 H31.5.27 破砕・選別：プ（ペットボトル）

36 株式会社北海道ロードサービス 北海道札幌市清田区清田1条3丁目7番55号 011-881-0671 清田区清田1条3丁目53番13 本社TELに同じ 第05120006919号 H31.3.18 天日乾燥：汚

37 北海道ロードメンテナンス株式会社 北海道札幌市中央区北2条東11丁目82番11 011-241-1692 西区発寒15条12丁目1番25号 011-665-3259 第05120013711号 H33.1.16 天日乾燥：汚

38 株式会社松原産業 北海道札幌市白石区川下2111番地3 011-879-6550 白石区川下2111番地3 本社TELに同じ 第05120069630号 H32.5.15 破砕：陶、が

選別：プ、紙、木、繊、金、陶、が

　　　　（混合廃棄物）

破砕：プ

選別：プ、紙、木、繊、金、陶、が

　　　　（建設系廃棄物）

41 有限会社マルセン油脂 北海道札幌市西区発寒17条14丁目1番1号 011-664-5581 西区発寒17条14丁目1番1号 本社TELに同じ 第05120013202号 H31.1.22 油水分離：油

42 株式会社水谷組 北海道札幌市中央区南29条西11丁目4番13号 011-561-0787 南区真駒内351番地6 011-591-9546 第05120009148号 H30.9.28 天日乾燥：汚

43 山登運輸株式会社 北海道札幌市東区東雁来4条1丁目1番23号 011-781-4111 東区東雁来4条1丁目1番23号 本社TELに同じ 第05120012479号 H32.11.6 溶融・固化：プ（発泡スチロール）

44 リサイクルファクトリー株式会社 北海道札幌市中央区南4条東5丁目1番地9 011-219-6667 0123-29-2030 第05120130643号 H30.11.5 （移動式）破砕：木

011-791-1708

北清企業株式会社

39

33 北海道アオキ化学株式会社

011-786-9365東区北丘珠3条4丁目1番5号

32

北区篠路町拓北6番地591、625 011-773-2605

北海道札幌市東区北丘珠5条4丁目5番7号

H28.7.14

40 有限会社丸正北海総業 白石区東米里2032番地011-753-4913北海道札幌市東区北32条東6丁目2番26号 H31.1.17

北海道札幌市白石区平和通10丁目北6番17号 011-862-6161 白石区平和通10丁目北6番17号 本社TELに同じ

011-791-1101

第05120005202号 H32.3.27

第05120018644号

丸喜運輸株式会社 北海道札幌市東区北丘珠1条4丁目2番1号

本社TELに同じ

第05120004495号 H31.1.12

北区篠路町拓北6番785 本社TELに同じ 第05120003700号


