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優良
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HP 読み 処理業者 本社住所 本社電話 営業所等電話 許可年月日 有効年月日 許可番号 事業の範囲（中間） 事業の範囲（最終）

根室 あしすと ㈱アシスト 野付郡別海町別海１４番地の１
0153-75-0811
0153-75-0812

本社電話に同じ H25.5.2 H30.5.1 00120142191

破砕・選別：プ,紙,木,繊,金,陶,が
焼成：残(貝殻･卵殻)
油水分離：油
焼却：燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,
残
脱水：汚,酸（牛乳由来廃液）
切断：プ,金,木,紙,繊
天日乾燥：汚

根室 いざわ ㈲イザワ 野付郡別海町中春別南町２番地の１０ 0153-76-2634 本社電話に同じ H26.12.2 H29.7.14 00140045992
天日乾燥：汚（無機性汚泥）
圧縮：プ,が
再生骨材等の製造（破砕）：が

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

根室 おだけんせつ 尾田建設㈱ 目梨郡羅臼町礼文町１５番地 0153-87-2679 本社電話に同じ H22.8.26 H27.8.25 00120032466 再生骨材等の製造（破砕）：が

根室 かどかわけんせつ 角川建設㈱ 野付郡別海町西春別駅前錦町２４７番地 0153-77-2288 本社電話に同じ H24.11.27 H29.11.26 00120051397 再生骨材等の製造（破砕）：が

根室 かねだいわたなべ ㈱カネダイワタナベ 根室市桂木１１０番地 0153-24-2607 本社電話に同じ H24.4.23 H29.4.19 00140008420

破砕：木,陶,が
再生骨材等の製造（破砕）：陶,
が
破砕・分離：紙,陶
炭化：木（伐根・伐木）

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

根室 せんこんかいはつ 釧根開発㈱ 標津郡中標津町東１１条北１丁目１番地 0153-72-8111 本社電話に同じ H22.11.24 H27.11.6 00140032669 破砕・選別：金,が 埋立：プ,金,陶,が

根室 だいいちさんぎょう 第一産業㈱ 根室市昭和町２丁目１０８番地２ 0153-24-3636 本社電話に同じ H24.10.2 H29.10.1 00120084591
再生骨材等の製造（破砕）：陶,
が
破砕：木

根室 とうせいけんせつ 東盛建設㈱
標津郡標津町南６条西１丁目１番１２－
２号

0153-82-3884 本社電話に同じ H24.6.3 H29.6.2 00140031799
再生骨材等の製造（破砕）：が
路盤材等の製造（乾燥・破砕）：
残(貝殻)

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

根室
どうとうくりーんせん
たー

道東クリーンセンター㈱ 標津郡中標津町字俵橋６３１番地２ 0153-72-6868 本社電話に同じ H24.5.30 H29.4.27 00130047301 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

根室 どうほくかいたい 道北解体㈲ 標津郡中標津町東３２条北１丁目２番地 0153-72-3588 本社電話に同じ H25.10.12 H30.10.11 00130056309 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

根室 なかざわうんゆ 中澤運輸㈱ 標津郡中標津町字当幌２１８２番１ 0153-72-1238 本社電話に同じ H26.10.7 H31.9.16 00120106380 破砕・選別：金,陶,が

根室 なかむらこうぎょう 中村興業㈱ 標津郡中標津町東３２条北１丁目２番地
0153-72-3588
0153-72-3654

本社電話に同じ H24.12.24 H29.12.23 00120000856
再生骨材等の製造（破砕）：が
破砕：プ,木

根室
にしべつこがたうんそ
う

西別小型運送㈱
標津郡中標津町東２６条北１丁目１２番
地

0153-72-3426 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.7 00130000877 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

根室
ばいおますそりゅー
しょんず

㈱バイオマスソリューションズ 野付郡別海町別海宮舞町２４７番地 0153-75-2861 本社電話に同じ H26.2.18 H31.1.29 00120146925
肥料の製造(発酵・減容)：汚,油,
酸,木,残,糞
飼料の製造（破砕）：油,残

根室 はせがわさんぎょう 長谷川産業㈲ 標津郡標津町北７条西１丁目１番２号 0153-82-2632 本社電話に同じ H26.5.14 H31.5.13 00120037101 破砕・選別：金,が

根室 びっしぇる ㈱ビッシェル 標津郡標津町字伊茶仁９６番地１ 0153-82-4401 本社電話に同じ H27.1.5 H32.1.4 00120115159
土壌改良剤等の製造(乾燥・破
砕)：残(貝殻)

根室 べっかいかもつ 別海貨物㈱ 野付郡別海町中春別東町３０番地 0153-76-2418 本社電話に同じ H26.10.24 H31.10.5 00120103015 破砕・選別：金,が

根室 べっかいばいお 別海バイオ㈱ 野付郡別海町中西別７４番地９ 0153-75-5655 本社電話に同じ H24.7.1 H29.6.30 00120167043
バイオガス・肥料の製造（発
酵）：汚,油,酸,ア,残,糞
肥料の製造（発酵）：汚,残,糞

根室 ほっかいけみかる ㈱北海ケミカル 標津郡標津町北９条西１丁目４番地１ 0153-82-2429 本社電話に同じ H25.2.20 H30.1.24 00120048336
肉骨粉・油脂の製造：残,体,固
精製：油(動植物性)

根室
ほっかいれんだりんぐ
きょうどうくみあい

北海レンダリング協同組合 標津郡標津町北９条西１丁目４番地１ 0153-82-2429 本社電話に同じ H26.12.12 H31.11.8 00120114951
肉骨粉・油脂の製造：残,体,固
精製：油(動植物性)

根室 まるいちほくしょう ㈲丸一北翔 野付郡別海町西春別１５６番地の５ 0153-77-2559 本社電話に同じ H27.1.21 H32.1.20 00120181231 圧縮：プ,紙,繊

根室 まるえい ㈱マルエイ 根室市宝林町４丁目２４番地３ 0153-24-4775 本社電話に同じ H24.9.26 H29.9.25 00140167318
再生骨材等の製造（破砕）：が
破砕：木,プ
破砕・分離：紙,陶

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

根室
やまざきけんせつこう
ぎょう

山崎建設工業㈱
標津郡中標津町東２３条北１丁目４番地
２

0153-72-3381 本社電話に同じ H22.6.10 H27.5.17 00120053563
家畜用敷料等の製造（破砕）：
木
ボイラーの燃料製造（破砕）：プ,

根室 やましたうんゆ 山下運輸㈱ 野付郡別海町別海宮舞町１０１番地 0153-75-2417 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.23 00140034841 破砕・選別：金,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

処分業（20150331）
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根室
らうすたいひりようく
みあい

㈲羅臼堆肥利用組合 目梨郡羅臼町峯浜町７４６番地 0153-88-3050 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00120178989 肥料の製造（発酵）：糞

根室 わたなべせいそう 渡邊清掃㈱ 野付郡別海町別海宮舞町２４７番地
0153-75-2861
0153-75-2840

本社電話に同じ H26.11.29 H27.5.18 00120018602
圧縮：プ,金,紙
造粒固化：汚

処分業（20150331）


