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オホ あーすこうぎょう アース工業㈱ 北見市昭和４９番地１ 0157-24-6923 本社電話に同じ H25.9.20 H30.8.4 00120005320
破砕：が,木
炭化：木

オホ あいわさんぎょう 愛和産業㈱ 北見市東相内町１０番地７ 0157-36-7171 0157-56-4848 H24.10.29 H29.10.16 00140124210

破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,が,陶,金
発酵：汚,油,酸,ア,残,固,糞
切断分離：油,プ,金
減容：プ

埋立：燃,汚,プ,紙,木,
繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
体,糞,ば,⑬

オホ
あばしりすいさんし
りょうかこうきょうどうく
みあい

網走水産飼料加工協同組合 網走市能取港町２丁目５番地 0152-47-1011 本社電話に同じ H22.12.28 H27.12.27 00120074237 飼料製造：残

オホ あんぜんけんせつ 安全建設㈱ 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 0152-73-5141 本社電話に同じ H26.10.31 H31.10.4 00140024669 破砕：プ,紙,木,ゴ,金,陶,が
埋立：燃,汚,紙,木,繊,
残,糞,体,ば,プ,ゴ,金,
陶,が

オホ いしいきかいりーす ㈱イシイ機械リース 紋別郡雄武町字雄武６７番地の１２ 0158-84-3628 本社電話に同じ H23.12.8 H28.9.16 00140033417

破砕：プ,木,陶,が
切断：金,プ
減容：残,プ
天日乾燥：汚
肥料の製造：汚,残

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ いとうさんぎょう ㈲伊藤産業 網走市字藻琴３５番地 0152-46-2418 本社電話に同じ H22.10.7 H27.10.6 00120008413 破砕：木,繊,陶,が

オホ いんたーふぁーむ インターファーム㈱
青森県上北郡おいらせ町松原１丁目７３
番地１０２０

0178-52-4182 0152-46-2290 H26.7.1 H31.6.11 00120109900 肥料製造：汚,木,残,固,糞

オホ 優 えーすくりーん ㈱エース・クリーン 北見市小泉７６１番地１２ 0157-22-0700 本社電話に同じ H26.4.28 H33.4.27 00120045587
脱水：汚
肥料製造：糞
減容：プ(発泡ｽﾁﾛｰﾙに限る)

オホ えこうぃず ㈲エコ・ウィズ 北見市美山町６８番地２ 0157-26-2222 本社電話に同じ H23.9.15 H28.9.6 00120130176 破砕：木

オホ えこぐりーんおこっぺ ㈱エコ・グリーンおこっぺ 紋別郡興部町字秋里４４番地の７ 0158-82-2235 本社電話に同じ H24.11.29 H29.11.15 00120100171 肥料製造：汚,木,残,糞

オホ えんがるほどう 遠軽舗道㈱ 紋別郡上湧別町字開盛４１番地 01586-2-3853 本社電話に同じ H25.6.14 H30.6.13 00120004207 破砕：が

オホ
おうむすいさんしせつ
りようきょうどうくみあ
い

雄武水産施設利用協同組合 紋別郡雄武町字雄武９１番地５ 0158-84-3247 本社電話に同じ H24.7.10 H29.5.30 00120084544
乾燥：残

オホ
おけとかもつじどう
しゃうんゆ

置戸貨物自動車運輸㈱ 北見市東相内町１０８番地の２１ 0157-36-4855 本社電話に同じ H27.3.16 H32.3.15 00120008426 破砕：陶,が

オホ おだしょうてん ㈲小田商店 北見市端野町二区４４７番地５ 0157-56-2042 本社電話に同じ H25.12.16 H30.12.15 00120027988 減容：プ

オホ
おほーつくあばしりの
うぎょうきょうどうくみ
あい

オホーツク網走農業協同組
合

網走市南４条東２丁目１０番地 0152-43-2311 0152-66-3301 H25.6.4 H30.4.22 00120142083 肥料の製造：糞,残

オホ かいはつこうぎょう ㈱開発工業 斜里郡斜里町字豊倉９１番地 0152-23-5242 本社電話に同じ H25.2.26 H30.2.25 00120041582 破砕：が

オホ かさいけんせつ 河西建設㈱ 北見市花月町６番２ 0157-61-3101 0157-56-3668 H24.1.20 H29.1.15 00120082239 破砕：が

オホ かわしろこうぎょう ㈱川代興業 紋別市新生４３番地３１ 0158-24-5947 本社電話に同じ H26.11.29 H31.11.28 00120020208
破砕：木,が
天日乾燥：汚
圧縮：金

オホ
きぎょうくみあいさん
あい

企業組合サンアイ
網走郡大空町女満別西１条５丁目２番９
号

0152-74-3447 本社電話に同じ H23.5.1 H28.4.30 00140039274
破砕：プ
脱水：汚

埋立：燃,汚,紙,木,繊,
残,鉱,ば,プ,金,陶

オホ きたにほんかせい 北日本化成㈲ 網走市字二見ヶ岡３２番地２ 0152-47-2172 本社電話に同じ H24.11.13 H29.8.24 00120050190 乾燥：汚,残

オホ きたみうべ ㈱北見宇部 北見市大正２７３番地１ 0157-36-5311 本社電話に同じ H27.1.20 H32.1.19 00140017312 破砕：プ,ゴ,陶,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ
きたみかんきょうじ
ぎょうきょうどうくみあ
い

北見環境事業協同組合 北見市常盤町１丁目３番１２号 0157-67-7001 0157-67-7001 H25.10.10 H30.3.27 00140171448 破砕：プ,木,が
埋立：燃,汚,油,プ,紙,
木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,体,ば,⑬

オホ
きたみのうぎょうきょう
どうくみあいれんごう
かい

北見農業協同組合連合会 北見市とん田東町６１７番地の１３４ 0157-23-9005 01586-4-1745 H22.3.9 H27.3.8 00120117005 肉骨粉の製造：残,固,体

オホ
きたみらいのうぎょう
きょうどうくみあい

きたみらい農業協同組合 北見市中ノ島町１丁目１番８号 0157-32-8777 本社電話に同じ H25.7.16 H30.5.26 00120104121 肥料の製造：汚,糞

オホ きょうどうなまこん 共同生コン㈱ 紋別郡遠軽町清川３９１番地１５ 0158-42-6181 本社電話に同じ H23.7.14 H28.5.1 00140125844
破砕：木,金,が,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が
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オホ きょうわかこう 共和化工㈱
東京都品川区西五反田７丁目２５番１９
号

03-3494-1311 01587-2-3039 H23.9.28 H28.9.27 00120112738
培地・水処理資材の製造：汚,油
(植物性に限る),酸,残,糞

オホ
きょうわどぼくこうぎょ
う

㈱協和土木工業 紋別市南が丘町５丁目２番２３号 0158-24-5069 本社電話に同じ H22.12.4 H27.12.3 00120019725 破砕：が,陶

オホ くりーんえこてぃっく ㈱クリーンエコティック 網走市能取港町二丁目3番地9 0152-47-1400 本社電話に同じ H25.8.20 H30.8.19 00120164022 破砕：プ

オホ さいとうしょうてん ㈱斉藤商店 北見市北１条東３丁目１７番地 0157-36-5544 本社電話に同じ H23.3.26 H28.3.25 00120016437

破砕：金,陶
圧縮：プ,金
切断：プ,金
減容：プ

オホ さわぐちさんぎょう 沢口産業㈱
紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３０１５
番地５

01586-2-2519 本社電話に同じ H27.5.2 H32.4.18 00140029619
焼却：紙,木,繊,残
破砕：プ,紙,木,繊,ゴ
切断：金

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ さんえいしりょう 三栄紙料㈱ 北見市小泉７５２番地２１ 0157-24-3380 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.30 00120005313 圧縮・破砕：金

オホ さんえいつうしょう ㈱三栄通商 常呂郡佐呂間町字西富９４番地５ 01587-2-3135 本社電話に同じ H24.3.26 H29.3.25 00120018724 破砕：が

オホ さんこう ㈲三晃 斜里郡斜里町字以久科北１１１番地 0152-23-6061 本社電話に同じ H22.8.12 H27.8.11 00120155771
破砕：プ,紙,木,繊,
圧縮：プ

オホ さんさんきょう ㈱三産協 斜里郡斜里町字豊倉６７番地 0152-23-1233 本社電話に同じ H23.12.5 H28.10.8 00140041467

破砕：木,繊,プ,が,陶
破砕分離：紙(廃石膏ボードに限
る),陶(廃石膏ボードに限る)
切断：金

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ さんせいうんゆ 三星運輸㈱ 網走郡美幌町字東２条北１丁目１２番地 0152-73-3141 本社電話に同じ H25.9.18 H30.8.27 00120034600 破砕：が

オホ してぃかんきょう シティ環境㈱ 網走市字潮見１７７番地３２ 0152-61-2663 本社電話に同じ H25.2.22 H30.2.21 00120075538 切断：金

オホ しもむらじゃり ㈱下村砂利 紋別市渚滑町８丁目１９番地の３ 0158-23-3685 本社電話に同じ H26.2.21 H31.2.20 00120014156
破砕：が,陶
選別：が,陶,金

オホ
じゃぱんばいおふぁー
む

㈱ジャパンバイオファーム 長野県伊那市美篶１１１２番地 0265-76-0377 0158-23-2914 H26.7.16 H31.7.9 00120149691

飼料製造（乾燥・粉砕）：残
飼料・肥料の製造（濃縮・遠心
分離）：酸（魚介煮汁に限る）,ア
（魚介煮汁に限る）

オホ
しょうやくけんきゅう
じょ

㈱生薬研究所 網走市港町４番地８９ 0152-67-7298 本社電話に同じ H27.5.29 H32.5.28 00120182524
破砕：プ
乾燥：残

オホ だいせーりくうん ㈱ダイセー陸運 北見市常呂町字常呂４１４番地 0152-54-2540 本社電話に同じ H25.4.10 H30.4.9 00120113185 破砕：が

オホ たいせつ ㈱たいせつ
網走郡大空町女満別西３条２丁目１番１
３号

0152-74-2142 本社電話に同じ H23.2.2 H28.2.1 00120005242 破砕：木,陶,が

オホ だいぜんけんせつ 大善建設㈱ 札幌市中央区北2条東12丁目98番地12 011-209-9339 本社電話に同じ H25.4.17 H30.4.16 00120011043 天日乾燥：汚

オホ たいやしょうかい ㈲タイヤ商会 北見市東相内町３２７番地１１ 0157-36-5255 0157-36-5255 H22.3.3 H27.3.2 00120076374
破砕：プ
切断分離：油,プ,金

オホ たきのうえうんゆ 滝上運輸㈱ 紋別郡滝上町字滝ノ上原野２線北２番地 0158-29-2219 本社電話に同じ H23.7.12 H28.7.11 00130026061 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ たんのこうぎょう 丹野工業㈱ 紋別郡遠軽町大通北１丁目２番地の４１ 0158-42-2553 本社電話に同じ H22.12.9 H27.12.8 00120122229 破砕：陶,が

オホ
つべつちょうのうぎょ
うきょうどうくみあい

津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通り３３番地 0152-76-3322 本社電話に同じ H26.3.26 H31.3.25 00120109859
肥料製造：汚
特殊肥料の製造：残

オホ どうしんこうぎょう 道新興業㈱ 北見市末広町３８９番地の２ 0157-24-1212 本社電話に同じ H22.6.28 H27.6.27 00120005324 破砕：が,陶

オホ
ところちょうさんぎょう
しんこうこうしゃ

㈱常呂町産業振興公社 北見市常呂町字岐阜１４番地７ 0152-54-3308 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00120006429 破砕：残(貝がら)

オホ ところとらっく ㈲常呂トラック 北見市常呂町字土佐５７番地の７ 0152-54-2380 本社電話に同じ H24.11.16 H29.11.6 00120025470 破砕：が

オホ なかじま ㈱ナカジマ 網走市字藻琴２３１番地１ 0152-61-6470 本社電話に同じ H24.3.6 H29.3.5 00120045005 破砕：が

オホ
にっぽんほわいと
ふぁーむ

日本ホワイトファーム㈱
青森県上北郡横浜町字林尻１０２番地１
００

0175-78-3945 0152-47-1070 H26.8.15 H31.7.27 00120112305
肉骨粉・油脂の製造：ア,残,固,
体
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オホ 優 のむらこうさん 野村興産㈱
東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番
３号

03-5695-2530 0157-45-2911 H25.8.9 H32.8.4 00140004746

焼却：燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,
残,固,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,ば
ばい焼：燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,
繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,ば
選別：汚,プ,金,陶
解体：汚,金
破砕：陶

埋立：燃,⑬

オホ はしもとけんせつ ㈲橋本建設 紋別郡遠軽町生田原岩戸３７５番地 0158-45-2878 本社電話に同じ H24.8.17 H29.7.15 00120048325 破砕：木,陶,が

オホ はやみずぐみ ㈱早水組 網走市南2条西5丁目1番地1 0152-43-4551 本社電話に同じ H23.6.16 H28.6.15 00120160457 破砕：が

オホ
はんどるいとうさん
ぎょう

ハンドル伊藤産業㈲ 斜里郡斜里町字豊倉４７番地１５ 0152-23-3654 本社電話に同じ H22.6.30 H27.6.29 00120005235
乾燥：汚
普通肥料の製造：汚
特殊肥料の製造：残

オホ びほろうんそう 美幌運送㈱ 網走郡美幌町字高野９２番地１ 0152-73-5333 本社電話に同じ H26.6.1 H31.5.22 00140016408
破砕：プ,木,陶,が
選別：金,が

埋立：燃,汚,プ,ゴ,金,
陶,が,ば

オホ
びほろかもつじどう
しゃ

美幌貨物自動車㈱ 網走郡美幌町字稲美９６番地 0152-73-5388 本社電話に同じ H22.6.9 H27.6.8 00140021626
破砕：紙,木,繊,プ,陶,が,ゴ
破砕分離：紙,陶
造粒固化：汚

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ べるてっくす ㈱ベルテックス 埼玉県川口市安行北谷603-1 0482-42-5255 本社電話に同じ H27.3.27 H31.10.7 00120151333 発酵：汚,残

オホ ほうえい ㈱豊栄 網走市字潮見２０４番地の５ 0152-44-3748 本社電話に同じ H27.4.25 H32.4.15 00120154296 破砕：木,繊

オホ ほくとこうぎょう ㈱北斗興業 斜里郡斜里町字以久科北１０６番地２０ 0152-23-3627 本社電話に同じ H26.6.1 H31.5.31 00120018076

破砕：が,陶,プ,木,繊
高温高圧減容中和：汚,プ,残,酸,
ア
天日乾燥：汚

オホ
ほっかいじゃりこう
ぎょう

北海砂利工業㈲ 北見市東相内町９番地２１８ 0157-36-5137 本社電話に同じ H24.11.29 H29.11.15 00120005310 破砕：が,陶

オホ
ほっかいどうちくれん
みーと

㈱北海道チクレンミート
札幌市厚別区厚別東５条２丁目３番４３
号

011-898-2901 0157-35-3811 H24.9.19 H29.9.12 00120137653 脱水：汚

オホ
ほっかいどうぷろてい
ん

㈱北海道プロテイン 網走市能取港町３丁目５番地３ 0152-47-2421 本社電話に同じ H22.12.20 H27.12.19 00120048957 精製：油

オホ
ほっかいどうゆうきし
ざい

㈲北海道有機資材 斜里郡小清水町字小清水２６１番地 0152-62-2023 本社電話に同じ H25.6.13 H30.5.16 00120142263 圧縮：プ

オホ ほっかいろーど 北海ロード㈱ 北見市北斗町三丁目８番４号 0157-25-2311 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00120005318 破砕：が

オホ
ほっこうしゃりょうかい
たい

㈱北光車両解体 北見市花園町613番地 0157-24-7117 本社電話に同じ H23.5.27 H28.5.26 00120131509
破砕：プ
減容：プ

オホ
まるいちわだしょうて
ん

㈱丸一和田商店 紋別市渚滑町２丁目４１０６番地 0158-23-2211 本社電話に同じ H25.5.28 H30.5.27 00120054035 乾燥：残

オホ
まるおおだにしょうて
ん

㈱丸オ小谷商店 紋別郡湧別町曙町１１６番地 01586-5-2221 本社電話に同じ H26.6.10 H31.6.9 00120149198 湯煮：残

オホ
みさきさんぎょうかぶ
しきかいしゃ

三崎産業㈱ 網走市字潮見１５６番地１ 0152-44-7281 本社電話に同じ H26.5.18 H31.5.17 00140016916 破砕：プ,木,ゴ,陶,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ みつやそくちせっけい 三矢測地設計㈲ 北見市花園町４６番地６７ 0157-24-0801 本社電話に同じ H26.5.9 H31.5.8 00140177291 破砕：プ,ゴ 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ みながわうんゆ ㈲皆川運輸 北見市留辺蘂町泉３５８番地 0157-42-2564 本社電話に同じ H27.5.19 H32.5.1 00120030644 再生骨材等の製造：が

オホ むらたぐみ ㈱村田組 北見市川東３６０番地２ 0157-24-6240 本社電話に同じ H25.7.30 H30.7.29 00120018448
破砕：が
切断：金

オホ もりよねきちしょうてん ㈲森米吉商店 網走市字呼人687番地の５ 0152-48-3010 本社電話に同じ H24.2.21 H29.2.20 00120077598
切断圧縮：金
圧縮：紙
減容：プ

オホ
もんべつさいせきほど
う

㈱紋別砕石舗道 紋別市新生１００番地１２ 0158-23-9592 本社電話に同じ H26.6.13 H31.6.9 00120105390 破砕：が

オホ やまだ ㈱ヤマダ 北見市北進町３丁目１４番２１号 0157-24-5115
0157-24-5115
0157-36-0003

H23.10.19 H28.8.28 00120042292

中和：酸,ア
遠心分離：油(オイルエレメント
に限る。)
破砕：プ,ゴ,金,陶
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オホ ゆあさこうぎょう 湯浅工業㈱ 網走市字能取２４４番地 0152-47-2277 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00120019002 破砕：が

オホ
ゆうべつこがたうんそ
う

湧別小型運送㈱ 紋別郡湧別町曙町１２５番地 01586-5-2046 本社電話に同じ H23.9.14 H28.8.20 00140024664

破砕：木,陶,プ,が
切断：プ金,破砕選別：紙(廃石膏
ボードに限る),陶(廃石膏ボード
に限る)
肥料の製造：汚,残,糞

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

オホ りてっく ㈱リテック 紋別市渚滑町９丁目１８番地 0158-24-1166 0158-24-6170 H24.8.3 H29.8.2 00140167503
破砕：プ,木,陶,が
脱水：汚
減容：汚,残,糞

埋立：燃,汚,プ,紙,木,
繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
体,糞,ば,⑬

オホ わこうしぎょう ㈲和幸紙業 北見市無加川町３９３番地２５ 0157-31-5161 本社電話に同じ H25.11.28 H30.11.27 00120174733 圧縮：プ

オホ わたなべぐみ ㈱渡辺組
紋別郡湧別町字中湧別南町９２９番地の
１

01586-2-2181 本社電話に同じ H26.8.12 H31.6.24 00120062225 破砕：陶,が
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