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石狩 🏠 あいだしゃりょう ㈲会田車輌 北広島市輪厚７０６番地 011-377-4832 本社電話に同じ H25.2.5 H29.6.1 00120041268
圧縮：金
破砕：プ

石狩
あきかんりさいくるえ
こしすてむ

㈲空缶リサイクルエコシステ
ム

札幌市西区西野１０条９丁目３番１０号 011-662-3421 0133-64-9788 H26.3.17 H28.7.14 00120101328
圧縮：金
破砕：プ,陶

石狩 優 あさひぷりてっく アサヒプリテック㈱ 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 078-333-5600 011-377-5666 H22.10.15 H29.4.17 00120000503

中和：酸,ア
破砕：陶
圧縮・梱包：プ
圧縮：金

石狩 いいじまかいはつ ㈲飯島開発
札幌市清田区北野６条１丁目１６番１４
号

011-890-8762 本社電話に同じ H24.1.24 H29.1.23 00120126281 分離：プ,金

石狩 いしがみしゃりょう 石上車輌㈱ 恵庭市下島松８０１番地３ 0123-37-0555 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00120006472 圧縮：プ,金,陶

石狩 いしかりさんぎょう 石狩産業㈱ 石狩市親船町１１１番地 0133-62-3250 本社電話に同じ H26.6.6 H31.6.5 00120020424 圧縮：プ,紙

石狩
えことれんどふぁー
まー

㈱エコトレンドファーマー 札幌市手稲区前田５条６丁目４番４号 011-668-6200 0123-25-6728 H25.8.3 H30.8.2 00120150589 飼料の製造：汚,油,ア,酸,残

石狩 えこほっかいどう ㈱エコ北海道 恵庭市下島松８０１番地５ 0123-37-1212 本社電話に同じ H25.4.25 H30.4.16 00120141946
分離：プ（廃タイヤ）
破砕：プ,ゴ

石狩 🏠 えころじーしすてむ ㈱エコロジーシステム 札幌市東区北４４条東４丁目２番２７号 011-748-3090 0133-64-9666 H23.9.5 H28.9.4 00120054944

破砕・圧縮：プ（発泡スチロー
ル）
選別：金
圧縮：プ,金
破砕：プ

石狩 えっちえむえすぱす ㈱ＨＭエスパス
札幌市北区北２６条西３丁目２番５号バ
グース２６－２０１

011-727-3881 本社電話に同じ H25.3.26 H29.10.31 00120168190 発酵減容（汚,残）

石狩 えにわまてりある 恵庭マテリアル㈱ 恵庭市戸磯３４５番地の１０ 0123-34-3399 本社電話に同じ H27.3.10 H32.3.9 00120150381
せん断・圧縮：プ,金,陶
圧縮・梱包：プ,紙

石狩
えぬ・けーえんじにあ
りんぐ

㈱エヌ・ケーエンジニアリング 千歳市北信濃７７０番９ 0123-42-1585 本社電話に同じ H26.1.22 H31.1.21 00120002098
破砕：プ,金,陶(廃蛍光灯等に限
る)

石狩 おおばやしどうろ 大林道路㈱ 東京都千代田区猿楽町２丁目８番８号 03-3618-6500 011-241-1828 H24.5.2 H29.3.27 00120007506 破砕：が

石狩 おかもとこうぎょう 岡本興業㈱ 札幌市南区真駒内本町１丁目１番１号 011-841-1435 0133-64-6778 H25.3.25 H29.12.24 00120000885
破砕:燃,陶,が、
天日乾燥:汚、
造粒固化:汚

石狩 おかもとさんぎょう 岡本産業㈱ 石狩市樽川９１－３ 0133-76-2575 0133-73-6141 H25.3.25 H29.11.7 00120013907 破砕：プ

石狩 おでっさてくのす オデッサ・テクノス㈱
宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目２番１
１号

022-792-7380 011-787-1335 H25.3.22 H29.11.7 00120046252 造粒固化：汚(無機性)

石狩 かくやまかいはつ 角山開発㈱ 江別市角山４２５番地５ 011-385-2669 本社電話に同じ H25.1.21 H28.10.16 00140005112

焼却：汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,固,
糞,体,プ,ゴ,金,陶,⑬
破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
圧縮：プ,紙
選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
RPFの製造：プ,木,紙,繊

埋立：プ,金,陶,が,燃,
汚,紙,木,繊,残,鉱,ば,
ゴ,⑬

石狩 かしまどうろ 鹿島道路㈱ 東京都文京区後楽１丁目７番２７号 03-5802-8000
0133-64-1951
0138-77-9081

H24.5.3 H29.4.19 00120012616 破砕：陶,鉱,が

石狩 かやこうぎょう 嘉屋興業㈱ 恵庭市白樺町１丁目１８番５号 0123-33-5069 0123-39-2177 H24.12.8 H29.12.7 00120001172
脱水：汚
圧縮：紙,プ

石狩 優
かんきょうかいはつこ
うぎょう

環境開発工業㈱ 北広島市北の里４１番地２７ 011-373-2728 011-383-6137 H26.6.29 H33.6.28 00120004747

破砕：プ,金,陶
固形燃料（ＲＰＦ）の製造：プ,紙,
木
破砕・選別：金,陶
油水分離：汚,油
沈降分離：汚,油,ア
切断・分離：プ,油,金（廃オイルエ
レメントに限る）
圧縮：プ

石狩 かんきょうさーびす ㈱環境サービス 石狩市新港南１丁目２８番３９号 0133-60-2340 本社電話に同じ H25.6.25 H30.4.30 00120139653
破砕：プ,木
圧縮：プ,繊

石狩 きたとみこうぎょう 北富工業㈱ 北広島市中の沢３８６番地１ 011-370-5656 本社電話に同じ H25.10.25 H30.6.20 00120098448
炭化：木（抜根、伐採木等に限
る。）
破砕：木（抜根、伐採木等に限

処分業（20150331）

http://aida-cars.adpj.jp/
http://www.ecology-system.co.jp/
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石狩 きたにほんそうぎょう 北日本総業㈱ 札幌市北区北３５条西８丁目１番１１号 011-757-2811
011-382-7311
0133-64-2630

H25.5.22 H28.5.15 00120001871
破砕：木,陶,鉱,が
選別：プ,紙,木,繊ゴ,金,陶,が
破砕・分離：紙,陶

石狩 🏠 きたひろかいはつ ㈱キタヒロ開発 北広島市共栄５０５番地５５ 011-373-9162 本社電話に同じ H26.1.20 H30.12.26 00120035071 破砕：陶

石狩
きょうぎょうくみあいこ
うせいきぎょう

協業組合公清企業
札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番
地

011-221-8881 本社電話に同じ H23.12.27 H28.12.26 00130004748 埋立：プ,金,陶,が

石狩 優
きょうわかんきょう
さーびす

㈱協和環境サービス
札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４
１

011-891-1101 011-382-4646 H22.4.3 H29.3.31 00130068713

埋立：燃,汚,紙,木,繊,
鉱,ば,⑬,プ,ゴ,金,陶,
が,油(タールピッチ
類に限る)

石狩 くりーんかいはつ ㈱クリーン開発 千歳市流通１丁目４番７号 0123-24-7787 本社電話に同じ H25.4.11 H30.3.27 00120005754 溶融：プ(発泡スチロール)

石狩 くりーんさんぎょう クリーン産業㈱ 恵庭市駒場町６丁目２番１５号 0123-34-1259 0123-34-1259 H26.4.24 H31.1.29 00120014027 破砕：木,陶,が

石狩 こくぶしょうかい ㈱国分商会 埼玉県熊谷市万吉２６４３番地の１ 048-536-1564 0123-40-0001 H26.6.25 H31.6.24 00120002209

タイヤチップ等の製造:（破砕・切
断（プ））
圧縮・分離:プ,金
分離:プ,金

石狩 🏠 さっぽろきくちきんぞく 札幌菊地金属㈱ 札幌市豊平区福住３条３丁目９番１号 011-852-2287 011-383-6241 H24.10.30 H29.10.29 00120050789
切断：プ,金
剥離：プ,金
圧縮：プ,金

石狩
さっぽろけんせつうん
そう

札幌建設運送㈱
札幌市白石区流通センター５丁目６番４
３号

011-863-3666 0133-64-8001 H25.9.17 H30.9.16 00120015661
天日乾燥：汚
造粒固化：汚

石狩 さっぽろぱーつ ㈱札幌パーツ 札幌市東区中沼町６６番地１８４ 011-790-1000 0133-64-7000 H23.3.23 H28.3.22 00120048959 圧縮：プ,金,陶

石狩 さんけーこうぎょう ㈱サンケー興業 札幌市清田区北野４条５丁目４番２３号 011-888-0088 011-377-4181 H25.10.25 H30.9.15 00120003240 天日乾燥：汚

石狩 🏠 さんせいさんぎょう ㈱三世産業 北広島市新富町西１丁目１番２５号 011-572-3801 本社電話に同じ H23.2.11 H28.2.10 00120085911
破砕・圧縮：プ
圧縮：プ,金

石狩
じぇいだぶりゅうがら
すりさいくる

ＪＷガラスリサイクル㈱ 東京都江東区新木場４丁目３番３２号 03-3634-5762 011-781-0545 H27.2.16 H32.2.15 00120152736 破砕：陶

石狩 じゃすとかーご ㈱ジャスト・カーゴ 石狩市新港中央２丁目７５７番地１３ 0133-64-6531 本社電話に同じ H27.1.20 H32.1.19 00120026200
破砕：プ,木
圧縮：プ,紙,繊

石狩 じゃぱんさいくる ジャパンサイクル㈱
宮城県大崎市岩出山下野目字寒気原１
番地１号

0229-72-2010 0133-60-2222 H23.12.20 H28.12.19 00120126633
発酵堆肥化：燃,汚,油,酸,ア,紙,
木,残,糞

石狩 しんえいでんきこうじ 親栄電気工事㈱
札幌市白石区東札幌２条５丁目２番２６
号

011-811-9375 011-764-3230 H27.5.14 H32.4.19 00120032209 破砕：プ,ゴ

石狩 しんせいごむ ㈱新生ゴム 北広島市大曲５１９番地４ 011-377-4194 011-370-5750 H23.6.9 H28.6.8 00120029464 破砕・分離：プ,ゴ,金

石狩 しんでんこう ㈱親電工
札幌市白石区東札幌２条５丁目２番２６
号親栄ビル

011-822-1007 01332-6-2166 H26.7.30 H29.2.11 00140033807 破砕：木,陶,鉱,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

石狩 優 すずきしょうかい ㈱鈴木商会 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１ 011-280-1281 0133-64-1877 H25.11.29 H32.9.12 00120009491
破砕：汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が
せん断：金,陶
分離：油,金,プ,陶

石狩 すずゆうしょうてん ㈱鈴勇商店 宮城県石巻市吉野町２丁目２番３０号 0225-86-5852 011-378-4563 H25.11.8 H30.11.7 00120058179 切断・圧縮：金

石狩 🏠 せいぶそうぎょう ㈱西武総業
札幌市白石区菊水元町７条２丁目９番３
０号

011-875-3881 本社電話に同じ H24.11.2 H29.10.24 00120025654
破砕：木,が
選別：紙,木,繊,プ,金,陶,が

石狩 だいしん ㈱大伸
札幌市厚別区上野幌２条３丁目１番１６
号

011-891-9051 本社電話に同じ H23.4.6 H28.4.5 00120038171
造粒固化：汚(無機性汚泥に限
る)
切断：プ

石狩 たんじしゅうこうぎょう ㈱丹治秀工業 苫小牧市字植苗１９２番地２ 0144-55-5555 0123-22-6220 H24.9.11 H29.9.10 00120137991 破砕：木

石狩 ちとせけんせつ 千歳建設㈱ 千歳市流通１丁目３－１ 0123-27-5588 011-377-8228 H26.6.29 H31.6.28 00120019966 再生骨材等の製造：陶,が

処分業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/02/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%83%92%E3%83%AD%E9%96%8B%E7%99%BA/
http://san-pai.jp/2016/03/04/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/
http://san-pai.jp/2016/03/04/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E4%B8%89%E4%B8%96%E7%94%A3%E6%A5%AD/
http://www.seibusogyo-kaitai.com/
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石狩 てくの ㈱テクノ 小樽市石山町２０番９号 0134-29-5951 0133-64-5222 H24.3.29 H29.2.17 00120069466

選別・破砕・焙焼：プ,金,陶(廃蛍
光管･電球･グローランプ及び水
銀灯に限る)
選別・破砕：汚,プ,金,陶,紙,ゴ
圧縮：金,プ
ｺﾝｸﾘｰﾄ固化：汚,燃,ば
濃縮・分離：油,ア(クーラントに
限る)
破砕：プ,紙,木,ゴ,金,陶,が
ＲＰＦの製造：プ,紙,木
精製：油(廃食用油に限る)
沈殿・濾過：油
中和：酸,ア
脱水：汚

石狩 優 🏠
とうあけんざいこう
ぎょう

東亜建材工業㈱ 千歳市寿３丁目１１番２６号 0123-22-3936 01235-9-3219 H22.6.26 H27.6.25 00120031223

破砕：木,陶,が,プ,金,紙,繊
選別：紙,木,繊,プ,金,が,陶
圧縮：金
圧縮・分離：紙,陶

石狩
どうおうしげんかいは
つじぎょうきょうどうく
みあい

道央資源開発事業協同組合 千歳市上長都１１６０番地 0123-24-0157 本社電話に同じ H25.12.10 H30.8.27 00120055448 破砕：木,が

石狩
どうおうじょうかこう
ぎょう

㈲道央浄化工業 恵庭市白樺町１丁目１８番５ 0123-39-2759 本社電話に同じ H25.10.4 H30.10.3 00120106959
廃液等の浄化：汚,酸,ア（有機性
のものに限る。）

石狩
どうおうどうろこうぎょ
う

㈱道央道路工業 恵庭市相生町２３１番地 0123-33-8189 0123-32-3483 H25.9.30 H30.9.7 00120008428 再生骨材の製造：が,陶

石狩 どうおうわーくす ㈲道央ワークス 北広島市西の里９２９番地８ 011-375-3810 本社電話に同じ H27.4.24 H32.3.24 00120117004
選別：木,金,が,紙,繊,プ,陶
再生骨材の製造：が

石狩 とうぶせいそう ㈱東部清掃
札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２
１号

011-851-9743 011-372-4649 H26.9.20 H31.9.19 00120005336
破砕・圧縮：プ
破砕・溶融：プ

石狩 どうろうんゆ 道路運輸㈲ 恵庭市牧場２１９番１ 0123-33-3211 本社電話に同じ H26.8.28 H31.8.24 00120008260 破砕：が

石狩 どうろこうぎょう 道路工業㈱ 札幌市中央区南８条西１５丁目２番１号 011-561-2251 本社電話に同じ H24.7.5 H29.4.30 00120017984 破砕：が

石狩
とっぷくりーんほっか
いどう

トップクリーン北海道㈱ 北広島市西の里２６１番地 011-374-2133 本社電話に同じ H26.3.18 H29.4.26 00120047197 破砕：が

石狩 とよひらこうえき 豊平公益㈱
札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２
１号

011-851-6221 本社電話に同じ H25.4.22 H29.12.14 00130001241 埋立：汚

石狩
どんりーすあんどれ
んたる

㈱ドン・リースアンドレンタル 札幌市北区北２６条西４丁目２２番 011-707-6644 0123-42-0634 H26.10.8 H31.9.1 00120052606
破砕：プ
圧縮：金

石狩 ながねさんぎょう 長根産業㈱ 札幌市北区篠路７条４丁目２番１０号 011-771-0854 01332-2-2870 H26.1.15 H28.3.28 00120072104
肥料製造：汚,木,残
RPF製造:(破砕、圧縮、成形)：
プ,紙,木,繊

石狩 にしおかそうぎょう 西岡総業㈱
札幌市豊平区西岡２条１１丁目２５番１８
号

011-581-5851 本社電話に同じ H27.3.12 H32.3.11 00120023396
破砕：木
再生骨材の製造：が

石狩
にっぽうこーぽれー
しょん

㈱ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋１丁目１９番１１号 03-3563-6731 011-842-8864 H25.9.18 H30.9.2 00120000220 破砕：陶,が

石狩 にほんしげんぎじゅつ 日本資源技術㈱ 北広島市大曲工業団地３丁目６番地１ 011-376-4440 本社電話に同じ H26.4.21 H31.3.17 00120056300
破砕・選別：プ,金,陶
破砕：プ,木,が
圧縮：プ,木

石狩 にほんどうろ 日本道路㈱ 東京都港区新橋１丁目６番５号 03-3571-4891 本社電話に同じ H27.5.28 H32.5.18 00120000280 破砕：が,陶

石狩
のうじくみあいほうじ
んどうおうようけい

農事組合法人道央養鶏 千歳市駒里２２９２番地 0123-24-2810 本社電話に同じ H24.1.31 H28.12.6 00120080702 堆肥・肥料の製造：残,固,糞,体

石狩
のうじくみあいほうじ
んほそざわぼくじょう

農事組合法人細澤牧場 千歳市根志越２４９７番地１ 0123-23-6463 本社電話に同じ H25.6.7 H30.6.6 00120134906 発酵：残

石狩
のーすべすとふぁー
む

ノース・ベスト・ファーム㈲ 石狩市厚田区嶺泊２６８番５ 01337-7-3016 本社電話に同じ H23.6.1 H28.2.15 00120073651
飼料の製造：残,汚,ア,酸
肥料の製造：残

石狩 はやかわけんせつ ハヤカワ建設㈱ 石狩郡当別町対雁３０番地 0133-23-3734 本社電話に同じ H24.7.20 H29.6.21 00120005089 破砕：が

処分業（20150331）

http://toakenzai.com/
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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）

石狩
ぱらまうんとがらすこ
うぎょう

パラマウント硝子工業㈱
福島県須賀川市木之崎字大ケ久保２４
番地４

0248-68-1031 011-382-4105 H23.9.1 H28.8.1 00120161620
グラスウールの製造：陶（グラス
ウールに限る。）

石狩
ばんけいりさいくるせ
んたー

㈱ばんけいリサイクルセン
ター

札幌市白石区本通２０丁目北１番１５号 011-867-2320 本社電話に同じ H24.6.12 H29.5.27 00120048274 肥料の製造：木,残,糞

石狩 ほうえい ㈲豊栄 江別市野幌町５５番地６ 011-384-3666 011-385-1567 H24.12.28 H29.10.16 00120005755

焼却：紙,木,繊
RDFの製造：プ,紙,木,繊
圧縮：金
圧縮・梱包：プ
溶融・固化：プ
破砕・分離：紙,陶
破砕：プ,木,紙,繊

石狩 ほっかいしかん 北海紙管㈱ 札幌市清田区清田１条１丁目７番２３号 011-882-7761 本社電話に同じ H27.5.15 H32.5.14 00120029770 圧縮・梱包:プ,紙,金

石狩
ほっかいじゅしこう
ぎょう

北海樹脂興業㈱ 江別市工栄町２５番地の１０ 011-384-5578 本社電話に同じ H26.11.6 H31.11.5 00120064766 破砕：プ

石狩
ほっかいどうえいせい
こうぎょう

北海道衛生工業㈱ 札幌市東区丘珠町６４７番地５ 011-783-1432 0123-34-5498 H26.4.17 H29.2.19 00120016510

脱水：汚
中和：酸,ア
発酵：残,糞,汚
破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうかね
ぱーる

北海道カネパール㈱ 恵庭市恵南１３番地の１ 0123-34-1374 本社電話に同じ H23.12.15 H28.11.13 00120080984 減容：プ

石狩
ほっかいどうかんきょ
うてっく

㈱北海道環境テック 江別市工栄町８番地２ 011-802-5063 本社電話に同じ H23.3.8 H28.3.7 00120158796 破砕：木

石狩
ほっかいどうくりーん
しすてむ

北海道クリーン・システム㈱
札幌市中央区北２条西２丁目１５番地Ｓ
ＴＶ北二条ビル

011-222-1511 本社電話に同じ H26.2.28 H31.2.24 00120109736

圧縮：プ,金
溶融・圧縮：プ
中和：ア
破砕：プ

石狩 ほっかいどうけみかる 北海道ケミカル㈱ 札幌市中央区南４条東５丁目１番９ 011-219-6667 0123-29-2245 H25.10.10 H30.9.6 00140006473 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうゆうきの
うざい

北海道有機農材㈱ 千歳市駒里１２９１番地 0123-26-1112 0123-22-5425 H25.12.27 H30.9.21 00120007524 肥料製造：汚,紙,木,残,糞,体

石狩
ほっかいどうよしの
せっこう

北海道吉野石膏㈱ 恵庭市黄金南1丁目２８５番地の２ 0123-32-2311 本社電話に同じ H22.11.9 H27.11.8 00120072705
破砕・分離：紙,陶(廃石膏ボード
に限る)

石狩
ほっかいどうろーど
さーびす

㈱北海道ロードサービス 札幌市清田区清田１条３丁目７番５５号 011-881-0671 本社電話に同じ H26.10.18 H31.10.17 00120006919 天日乾燥：汚

石狩
ほっかいどうろーどめ
んてなんす

北海道ロードメンテナンス㈱ 札幌市中央区北２条東１１丁目８２番１１ 011-241-1692 011-665-3259 H26.6.28 H29.6.10 00120013711 乾燥:汚

石狩 まえだどうろ 前田道路㈱ 東京都品川区大崎１丁目１１番３号 03-5487-0011 011-384-1933 H27.1.25 H32.1.24 00120006048 破砕：陶,が

石狩 ますだしょうてん ㈲増田商店 札幌市豊平区美園７条６丁目２番２０号 011-823-5865 本社電話に同じ H25.2.18 H29.12.18 00120016910
選別：プ,金,陶
切断：プ,金,陶
圧縮：プ,金

石狩 🏠 まるえい ㈱丸栄 石狩市新港南１丁目２２番７３ 0133-77-6510 本社電話に同じ H25.9.10 H29.9.18 00120076646

破砕：木
圧縮：プ,紙,陶(廃グラスウール
に限る)
破砕・分離：紙,陶(廃石膏ボード
に限る)

石狩 まるきうんゆ 丸喜運輸㈱ 札幌市東区北丘珠１条４丁目２番１号 011-791-1708 本社電話に同じ H24.2.14 H29.2.13 00130003700 埋立：プ,金,陶,が

石狩 まるぜん ㈱丸善 石狩市美登位６７９番３ 0133-66-3824 本社電話に同じ H26.2.4 H31.2.3 00130175895 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

石狩
まるとしいたみしゃ
りょう

丸利伊丹車輌㈱
札幌市白石区菊水元町１条２丁目２番６
号

011-871-2580 011-376-3600 H22.12.29 H27.12.28 00120013923 圧縮：プ,金

石狩 🏠
まるますますだほん
てん

㈱丸升増田本店
札幌市中央区北７条西１５丁目２８番地
１１

011-632-0311 011-372-6011 H24.5.29 H29.4.22 00120038172

圧縮：紙,繊,プ
破砕・圧縮：紙
破砕：紙,木,繊,プ,金
RPFの製造（破砕・圧縮・成形）：
プ,木,紙,繊

処分業（20150331）

http://www.maruei.biz/
https://www.masuda-net.co.jp/
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石狩 まるまつそうぎょう 丸松総業㈱
札幌市北区あいの里３条１０丁目１１番８
号

011-778-6511 本社電話に同じ H26.2.26 H30.10.9 00120002498

浮遊選別：紙,木,繊,金,陶,が
破砕・分離：紙,陶
溶融・圧縮：プ
圧縮：プ,紙,金
破砕：プ,木,繊,陶

石狩 まるやまさんぎょう 丸山産業㈲ 江別市東野幌２２０番地 011-382-3769 本社電話に同じ H26.8.5 H31.8.3 00120018740 再生骨材等の製造：が,陶

石狩 🏠 みちうえ ㈱ミチウエ 札幌市北区新琴似町５７４番地１ 011-764-8332 本社電話に同じ H24.6.12 H29.5.16 00120041969
破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
圧縮：プ,紙,繊

石狩
みれどーるふぉーえ
いと

㈱ミレ・ドール４８ 千歳市上長都１１３０番地の１８ 0123-22-4848 本社電話に同じ H25.9.25 H30.9.24 00120173578 破砕・分離：プ,金,陶

石狩 🏠 もがみしょうてん ㈲最上商店 江別市弥生町８番地６ 011-382-4305 011-384-0636 H24.8.7 H29.5.2 00120047701
切断・圧縮：金
切断・選別：プ,金
圧縮：金

石狩 もりさきじゅうき 森崎重機㈱
北広島市中央３丁目８番地４三和ビル２
Ｆ

011-373-0298 011-373-7037 H25.8.23 H30.8.2 00120000882 破砕：が,陶,木

石狩 もんきーばすけっと ㈲モンキーバスケット 石狩郡当別町獅子内２１１８番地４ 0133-26-4775 本社電話に同じ H22.8.6 H27.6.13 00120055086

破砕：プ
圧縮：プ,紙
破砕・分離：紙,陶（廃石膏ボード
に限る）

石狩 🏠 よこやまけんざい ㈲横山建材 札幌市白石区北郷１条１３丁目１番７号 011-872-5757 本社電話に同じ H27.4.9 H32.4.8 00140005339
選別：プ,木,金,陶,が
破砕：プ,木,繊,陶,が

埋立：プ,金,陶,が

石狩 らいらっくしゃりょう ㈱ライラック車輌 札幌市北区屯田３条１丁目１番３２号 011-771-5788 本社電話に同じ H26.3.11 H31.3.4 00120059260 切断・圧縮：プ,金

石狩
りさいくるぐりーん
ほっかいどう

㈱リサイクルグリーン北海道
札幌市豊平区中の島１条２丁目２番１５
号

011-812-8282 本社電話に同じ H23.2.1 H28.1.31 00120158472 破砕：が

石狩 優 りさいくるふぁくとりー リサイクルファクトリー㈱ 札幌市中央区南４条東５丁目１番地９ 011-219-6667 0123-29-2030 H26.12.27 H33.12.26 00120130643

破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
飼肥料の製造：残,汚(有機性汚
泥に限る),糞,体,固,木(抜根,抜
木に限る),燃(木炭,活性炭,草木
灰に限る)
中和：酸,ア
破砕･分離：紙,陶(石膏ボードに
限る)
選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
圧縮：プ,紙
造粒固化：汚（無機性汚泥に限
る） 
破砕・溶融：プ（発泡スチロール
に限る）
ペレットの製造：破砕・溶融・造

石狩 りぷろわーく ㈱リプロワーク 石狩市新港中央３丁目７５０番地３ 0133-64-4311 本社電話に同じ H22.11.22 H27.11.21 00120004454

焼却：汚,油,酸,ア,プ,紙,ゴ,陶
中和・凝集沈殿・真空濃縮：酸,
ア
油水分離：汚,油,酸,ア
圧縮・分離：汚,油,プ,金
破砕：陶,プ,金,ゴ
破砕・熔解分離：プ
ＲＤＦの製造：プ,木,紙

石狩 わえんしょうじ ㈱和円商事 東京都中央区日本橋久松町９番１２号 03-5652-0617 0133-62-3858 H27.3.31 H32.3.30 00120153321
破砕:プ,木
圧縮:プ,紙,金

処分業（20150331）

http://www.michiue.net/
http://san-pai.jp/2016/03/07/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%9C%80%E4%B8%8A%E5%95%86%E5%BA%97/
http://san-pai.jp/2016/03/09/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A8%AA%E5%B1%B1%E5%BB%BA%E6%9D%90/

