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胆振 優 あーるあんどいー ㈱アールアンドイー 登別市富浦町２２３番地１ 0143-80-2233 本社電話に同じ H26.10.15 H33.8.27 00140098348

再生骨材等の製造（破砕・選
別）：が
破砕：プ,木,陶
浮遊選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,
が
圧縮：プ,紙
分級選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

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

胆振
あーるてぃーあーるえ
んたーぷらいず

㈱ＲＴＲエンタープライズ 勇払郡厚真町本町３０番地 0145-27-3330 本社電話に同じ H25.3.13 H30.3.12 00120141496 破砕：木,が

胆振
あいざわこうあつこん
くりーと

會澤高圧コンクリート㈱
日高郡新ひだか町静内中野町１丁目１３
番８号

0146-42-1241 本社電話に同じ H22.12.24 H27.12.7 00120073859 破砕：が,陶

胆振 あびーろーど ㈱アビーロード 白老郡白老町字竹浦５３８番地 0144-87-3547 本社電話に同じ H24.4.26 H29.4.15 00140000857

再生骨材等の製造(破砕・選
別)：陶,が
破砕・選別：プ,木
圧縮梱包：プ,紙

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

胆振 いちゆういわしょう ㈲イチユウ岩商 伊達市南黄金町２８番地６ 0142-24-3548 本社電話に同じ H25.3.13 H30.3.12 00120076187 破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金

胆振 いとうこうぎょう ㈱伊藤工業 室蘭市港北町３丁目３番１５号 0143-55-5011 本社電話に同じ H24.7.11 H29.7.10 00120008986 破砕･選別：が

胆振
いぶりせいぶしんりん
くみあい

胆振西部森林組合 伊達市大滝区本町８５番地２ 0142-68-6412 本社電話に同じ H23.8.26 H28.8.22 00120129686 破砕：木

胆振 いまたけんせつ ㈱今多建設 勇払郡厚真町本町１１番地 0145-27-3311 0144-32-2469 H26.10.8 H31.10.7 00140024370
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：が
破砕：木

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

胆振 いわくら ㈱イワクラ 苫小牧市晴海町２３番地１ 0144-55-6811 0144-55-5045 H24.7.6 H29.7.5 00120167152 破砕：木

胆振 えこくりーん ㈱エコクリーン
東京都港区浜松町２丁目１１番１６号　
稲葉ビル３階

03-6809-1049 0144-52-5280 H26.11.7 H31.10.26 00140026133 破砕：プ,紙,木,繊
埋立：燃,汚,プ,紙,木,
繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
ば,⑬

胆振 えこてっくえなじー ㈱エコ・テックエナジー 勇払郡安平町早来新栄１６１番地２ 0145-22-2377 本社電話に同じ H23.7.28 H28.7.27 00120129027 破砕：が,木

胆振 えじりけんせつ ㈱江尻建設 室蘭市東町５丁目１７番１０号 0143-43-0032 本社電話に同じ H26.12.10 H31.12.7 00120145665
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：鉱,が

胆振 えすあーるてくの ㈱ＳＲテクノ 登別市富浦町２２０番３ 0143-83-0300 本社電話に同じ H23.2.16 H28.2.15 00120158626
選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
破砕・選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,
が

胆振 おかやえこあそーと 岡谷エコ・アソート㈱ 苫小牧市字勇払２６５番地の２７ 0144-56-1800 本社電話に同じ H25.8.24 H30.8.23 00120005733
破砕：金,プ,陶
圧縮：金,プ,陶
圧縮･切断：金

胆振 おちけんせつ 越智建設㈱ 苫小牧市新開町３丁目１１番４号 0144-55-6675 本社電話に同じ H26.12.3 H31.5.17 00120017788

再生骨材等の製造（破砕・選
別）：陶,が
固化材の製造（造粒・固化）：ば,
燃
改良土の製造（造粒・固化）：汚

胆振 かながわぼくじょう ㈲金川牧場 勇払郡安平町早来富岡３１６番地 0145-22-4024 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.30 00120174002 肥料の製造：残,糞

胆振 かなすちーる ㈱カナスチール 室蘭市港南町１丁目６番１１号 0143-23-6666 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.22 00120104474 圧縮・切断：金

胆振 かわはらしょうてん ㈱河原商店 登別市富岸町１丁目１８番地９ 0143-85-7872 本社電話に同じ H22.1.27 H27.1.12 00120010520 破砕：プ

胆振 かわみなみ ㈱カワミナミ 虻田郡豊浦町字浜町７７番地１ 0142-83-2154 本社電話に同じ H24.9.6 H29.8.19 00140049860

破砕・選別：が
破砕：木
破砕・分離：紙,陶（廃石膏ボード
に限る。）

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

胆振 きょうえいねんさん ㈲共栄燃産 札幌市南区真駒内６１１番地１ 011-583-8848 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00120006826
破砕：プ
圧縮：プ
切断：金

胆振 きょうしんけんせつ 共信建設㈱ 苫小牧市有明町２丁目７番１３号 0144-73-1999 本社電話に同じ H24.2.28 H29.2.27 00120045990 破砕：が,木,プ

胆振 きょうどうかがく ㈱共同化学 苫小牧市新明町２丁目４番５号 0144-55-2277 本社電話に同じ H25.12.21 H30.12.20 00120004500 中和：酸,ア
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胆振 くさしおけんせつ ㈱草塩建設 登別市中央町３丁目１２番地４ 0143-85-2971 本社電話に同じ H27.2.23 H32.2.22 00120061285 破砕･選別：が

胆振 くにおさきんぞく 國長金属㈱ 東京都墨田区本所４丁目１１番８号 03-5626-0711 0144-55-7050 H25.5.25 H30.5.24 00120054008 破砕・選別：プ,ゴ,金,陶

胆振 くぼたぐみ ㈱久保田組 新冠郡新冠町字北星町５番地９ 0146-47-2022 0144-52-2722 H24.4.11 H29.4.10 00120134546 肥料の製造：汚,酸,残,固,糞,体

胆振 けいほく ㈱ケイホク 苫小牧市新明町１丁目３番１５号 0144-57-7620 0144-87-2311 H25.1.17 H30.1.8 00140083477 破砕・選別：陶,が

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

胆振 けがさこんくりーと 毛笠コンクリート㈱ 白老郡白老町字竹浦４９３番１ 0144-87-3255 本社電話に同じ H24.6.2 H29.5.25 00120004832

乾燥：汚,残,糞
破砕：プ,木,陶
ＲＤＦの製造：汚,油,プ,木
再生油の製造：油

胆振 さんきょう ㈱三共 白老郡白老町字石山２５番地２ 0144-83-3355 本社電話に同じ H24.8.31 H29.8.30 00120136927
再生骨材等の製造（破砕･選
別）：陶

胆振 さんきょうしげん 三協資源㈱ 登別市大和町２丁目２５番地１ 0143-85-4270 本社電話に同じ H26.7.22 H31.7.21 00120009235 破砕：プ,紙,金,陶

胆振 さんぎょうしんこう 産業振興㈱ 東京都江東区亀戸１丁目５番７号 03-5627-2401 0143-44-5334 H26.4.11 H31.3.28 00120003863
切断：プ,金,陶
造粒固化：ば

胆振 さんけんかんきょう サンケン環境㈱ 伊達市上館山町１７９番地９ 0142-24-2918 本社電話に同じ H26.1.25 H31.1.24 00140010600 天日乾燥：汚
埋立：プ,ゴ,金,陶,が,
燃,汚,紙,木,残,鉱,ば

胆振 さんこうさんぎょう ㈱三光産業 帯広市大通南１６丁目１８番地 0155-26-3530 0144-56-1234 H23.2.4 H28.2.3 00120021201
タイヤチップ等の製造（破砕・選
別・切断）：プ,（圧縮・分離）：プ,
金

胆振 さんぱい ㈲さんぱい 室蘭市中島町４丁目９番２４号 0143-44-6106 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00140000886

天日乾燥：汚
破砕：プ,木,繊,ゴ
破砕･分離：陶,紙(これらは廃石
膏ボードに限る。)

埋立：プ,ゴ,金,陶,が,
燃,汚,紙,木,繊,鉱,ば,
残

胆振 さんらいず ㈱サンライズ 勇払郡むかわ町駒場５０番地 0145-42-2155 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.29 00120113617 再生骨材等の製造（破砕）：が

胆振 しーあんどあーる ㈱Ｃ＆Ｒ 苫小牧市字静川５番地の４ 0144-56-4040 本社電話に同じ H24.6.19 H29.6.18 00140085831
破砕：木
脱水：汚

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

胆振
じぇいえっくすきんぞく
とまこまいけみかる

ＪＸ金属苫小牧ケミカル㈱ 苫小牧市字勇払１５２番地 0144-56-0231 本社電話に同じ H24.11.10 H29.11.8 00126000884

焼却：プ,汚,油,酸,ア,燃,紙,木,繊,
残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば
破砕：プ,燃,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が
中和：汚,酸,ア,燃,陶,ば
脱水：汚

胆振 🏠 しげいずみさんぎょう ㈲繁泉産業 苫小牧市三光町３丁目１１番１３号 0144-36-6828 本社電話に同じ H22.11.11 H27.11.2 00120073401 破砕：木,繊

胆振 じゃぱんてっく ジャパンテック㈱ 栃木県鹿沼市深程９９０番地３０ 0289-85-7988 0144-53-7988 H24.9.26 H29.8.24 00120137460 破砕：プ

胆振 じゅうけんのとぐみ ㈱重建能登組 虻田郡洞爺湖町高砂町１６６番地 0142-74-3777 本社電話に同じ H22.11.23 H27.11.22 00120123173
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：が
破砕・選別：木

胆振 しょうなん ㈱翔南 伊達市旭町６３番地４９ 0142-82-3636 本社電話に同じ H24.9.28 H29.9.27 00120168622
肥料の製造：汚,酸,ア,残,固,糞,
体

胆振 しょうわのうざい ㈲翔和農材 白老郡白老町字石山１７番地２０３ 0144-83-3333 本社電話に同じ H22.12.22 H27.11.20 00120035117 肥料の製造：汚,木,残,糞,体

胆振 優 しらおいせいそう ㈱白老清掃 白老郡白老町高砂町３丁目４３６番地１ 0144-82-2319 本社電話に同じ H22.12.28 H29.12.27 00120003899
減容：プ
破砕：木

胆振 しらおいゆし ㈱白老油脂 白老郡白老町字石山７１番地１０ 0144-84-2300 本社電話に同じ H25.7.31 H30.7.30 00120160507 ディーゼル燃料の製造：油

胆振 しんえいしょうじ 新栄商事㈱
神奈川県川崎市川崎区四谷下町１９番１
号

044-266-7912 0143-83-2900 H25.7.30 H30.7.29 00120004154 圧縮：プ,紙,繊

胆振 じんがみこうぎょう 陣上工業㈱ 室蘭市仲町１６番地 0143-45-5121 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00120009487
焼却：汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,
金,陶,鉱,ば
破砕・焼却：プ,紙,木,繊,陶
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胆振 優
せいきとうきゅうこう
ぎょう

世紀東急工業㈱ 東京都港区芝公園２丁目９番３号 03-3434-3345 01454-2-2755 H25.3.15 H32.3.7 00120000986
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：が

胆振 せいぶさんぎょう ㈲西鵡産業 勇払郡厚真町字浜厚真１８２番地 0145-28-2261 本社電話に同じ H26.12.1 H31.11.30 00120112103
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：が

胆振 たいせいろてっく 大成ロテック㈱ 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 03-5925-94311 0143-85-3113 H26.7.8 H31.6.20 00120001900
再生骨材等の製造（破砕）：陶,
が

胆振
たかいしこーぽれー
しょん

㈲タカイシコーポレーション 苫小牧市柏木町４丁目４番２６号 0144-73-2319 本社電話に同じ H22.8.27 H27.8.26 00120156304 再生骨材等の製造（破砕）：が

胆振 たざわけいじ 田澤恵司 室蘭市柏木町１０番１８号 0143-83-6854 本社電話に同じ H24.11.1 H29.10.31 00120168343
圧縮：金 
切断・分離：金,プ

胆振 だてっくす ㈱ダテックス 伊達市竹原町７４番地３ 0142-22-0071 本社電話に同じ H22.8.9 H27.3.28 00120100518

破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶
再生骨材等の製造(破砕・選
別）：が
造粒固化：汚(無機性汚泥に限
る）

胆振 たるまえしょうかい ㈲樽前商会 苫小牧市字錦岡７９番地７ 0144-67-0201 本社電話に同じ H25.8.16 H30.7.29 00120066840 圧縮：プ,金,陶

胆振 ちよだうーて チヨダウーテ㈱ 三重県四日市市住吉町１５番２号 059-364-5215 0143-59-1100 H23.11.18 H28.11.6 00120077037 破砕・選別：紙,陶

胆振 ちりきさんぎょう ㈲ちりき産業 室蘭市祝津町１丁目１１番１号 0143-25-4577 本社電話に同じ H26.7.2 H31.7.1 00120067642 再生骨材等の製造（破砕）：が

胆振 つきさむせいさくじょ ㈱月寒製作所 札幌市清田区平岡１条５丁目２番１号 011-881-1109 0144-55-5542 H23.7.29 H28.7.5 00120077601 破砕･選別：プ,金

胆振 てつげん ㈱テツゲン 東京都千代田区富士見１丁目４番４号 03-3262-4142 0143-22-6141 H23.11.25 H28.11.24 00120005067
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：陶,が

胆振 とうあどうろこうぎょう 東亜道路工業㈱ 東京都港区六本木７丁目３番７号 03-3405-1811 0144-58-2630 H24.12.24 H29.12.23 00120000881 再生骨材等の製造（破砕）：が

胆振 とうやくりーん 洞爺クリーン㈲ 虻田郡洞爺湖町大原１４１番地１１ 0142-87-2757 本社電話に同じ H26.11.27 H31.10.26 00130114627 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

胆振 とうようろざい 東洋炉材㈱ 虻田郡洞爺湖町入江８８番地 0142-76-2277 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.6 00120165011 破砕・粉砕：陶

胆振 どうろけんせつ 道路建設㈱
苫小牧市表町３丁目２番１３号王子不動
産第２ビル

0144-32-8161 0144-55-7413 H25.10.9 H30.8.25 00120006386 破砕：が

胆振 とまうぇーぶ ㈱トマウェーブ 苫小牧市字勇払２８５番地１ 0144-56-2456 本社電話に同じ H26.7.8 H31.6.13 00120014665
乾留：プ
肥料の製造（乾燥）：汚,酸,ア,残
肥料の製造（発酵）：汚,残

胆振
とまこまいかいたいけ
んせつ

㈱苫小牧解体建設 苫小牧市のぞみ町３丁目１９番２８号 0144-67-0388 本社電話に同じ H23.1.19 H27.10.20 00140033501

破砕：木,プ,紙,繊
再生骨材等の製造（破砕）：が
切断：繊　
浮遊選別：木

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

胆振
とまこまいぐりーんあ
すこん

苫小牧グリーンアスコン㈱ 苫小牧市字沼ノ端２番地３０ 0144-55-6902 本社電話に同じ H25.7.3 H30.7.2 00120172793 破砕：陶,が

胆振
とまこまいこういきし
んりんくみあい

苫小牧広域森林組合 勇払郡むかわ町穂別４３３番地 0145-45-2311 本社電話に同じ H26.1.31 H31.1.7 00120108452 破砕：木

胆振 優
とまこまいせいそうき
ぎょうくみあい

苫小牧清掃企業組合 苫小牧市新開町２丁目２番１０号 0144-51-6556 本社電話に同じ H20.9.19 H27.8.30 00120004831

再生覆土材等の製造(脱水)：汚
再生覆土材等の製造(造粒固
化)：汚(無機性のものに限る))
中和・分離：汚,酸,ア(有機性のも
のに限る)

胆振
とまこまいせいそう
しゃ

㈱苫小牧清掃社 苫小牧市字糸井４０２番地１４ 0144-74-1161 0144-56-3388 H25.8.2 H30.7.12 00120002965

破砕：木,プ
RPFの製造(破砕・圧縮)：プ,木,
紙,繊
選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
破砕･溶融：プ

胆振 🏠 ながおこうぎょう 長尾工業㈱ 勇払郡むかわ町穂別和泉１４１番地の４ 0145-45-2175 本社電話に同じ H26.10.16 H31.10.15 00120039544
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：陶,が
破砕：木

胆振 にっきつうしょう 日輝通商㈱
兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目２番３
号サンエービル

078-326-7081 本社電話に同じ H22.6.8 H27.6.7 00120154936
圧縮・梱包：プ,紙,繊
破砕・溶融：プ

処分業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/07/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/


振興
局

優良
事業者

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）

胆振
にってつこうどうなん
こうはつ

日鉄鉱道南興発㈱ 虻田郡洞爺湖町入江６４番地３ 0142-76-3121 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00120055635
破砕・選別：が,陶
固化材の製造：汚

胆振
にってつすみきんせ
めんと

日鉄住金セメント㈱ 室蘭市仲町６４番地 0143-44-1695 本社電話に同じ H24.5.12 H29.5.11 00120047463
焼成：陶,燃,鉱,ば
焼却：汚,油,プ,木,紙,繊
破砕・選別：プ,紙,繊,金,陶

胆振 🏠 ぬまたじゅうき ㈲沼田重機 勇払郡厚真町字宇隆３７１番地 0145-27-3114 本社電話に同じ H22.6.20 H27.6.19 00120047092
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：陶,が

胆振
のーすじゃぱんけん
き

ノースジャパン研機㈱ 登別市青葉町１５番地１ 0143-85-8877 本社電話に同じ H25.11.10 H30.11.9 00120008977
溶融：が
選別：が
破砕・選別：が

胆振
はくしんけんせつこう
ぎょう

㈱博信建設工業 室蘭市東町５丁目１５番１８号 0143-43-6515 本社電話に同じ H25.10.22 H30.10.4 00120008110 破砕：が,陶,鉱

胆振 優 はやきたこうえい 早来工営㈱ 神奈川県川崎市川崎区扇町６番１号 044-328-7341
01452-2-3731
0133-64-1311

H22.7.28 H29.7.24 00140001169

焼却：燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,
残,ゴ,金,陶,鉱,ば
破砕：プ,木,ゴ,金,陶
中和：燃,汚,酸,ア,ば
脱水：汚,ば
肥料の製造：残,糞

埋立：燃,汚,油(ﾀｰ
ﾙ),プ,紙,木,残,繊,ゴ,
金,陶,鉱,が,ば,⑬

胆振 びけんわーく ㈱ビケンワーク 登別市新栄町１番地２９ 0143-88-0033 本社電話に同じ H27.1.18 H31.12.27 00140005751

破砕：プ,木,繊,が
破砕・分離：紙,陶
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：が
浮遊選別：プ,紙,木,金,繊,陶,が
(ただし石膏ボードを除く)

埋立：プ,金,陶,が

胆振 ひろおさんぎょう ㈱ヒロオ産業 室蘭市日の出町３丁目５番５号 0143-45-7570 本社電話に同じ H24.1.25 H29.1.24 00120041265
破砕：木
再生骨材の製造（破砕･選別）：
が

胆振 ふじけんせつ 富士建設㈱ 室蘭市中央町３丁目５番１３号 0143-22-7115 本社電話に同じ H26.4.20 H31.4.19 00120019161
再生骨材等の製造(破砕・選
別)：が
ディーゼル燃料の製造：油

胆振 ほくしょうしげん ㈱北将資源 伊達市網代町５２番地２ 0142-22-0640 本社電話に同じ H22.5.28 H27.5.27 00120108771 切断：プ,金,陶

胆振 ほくでんこうぎょう 北電興業㈱ 札幌市中央区北１条東３丁目１番地の１ 011-261-1476 本社電話に同じ H24.10.1 H29.9.30 00120098715 固化材の製造：燃,ば

胆振
ほっかいさんどこう
ぎょう

㈱北海サンド工業 苫小牧市字樽前３５５－６ 0144-68-2200 本社電話に同じ H27.1.29 H32.1.25 00120152813
再生研磨剤の製造（乾燥・選
別）：プ,金,陶,鉱

胆振
ほっかいどうえーえす
しー

北海道エー・エス・シー㈱ 苫小牧市新明町５丁目１番４号 0144-55-2555 本社電話に同じ H25.3.20 H30.3.4 00120017319 切断：プ,木,金,陶

胆振
ほっかいどうえこりさ
いくるしすてむず

北海道エコリサイクルシステ
ムズ㈱

苫小牧市字柏原６番２６９ 0144-53-9307 本社電話に同じ H23.3.29 H28.3.28 00120075670
破砕･選別：プ,陶,金
圧縮：プ,金

胆振
ほっかいどうさにっく
すかんきょう

㈱北海道サニックス環境 苫小牧市字勇払２６５番４ 0144-52-2200 本社電話に同じ H23.3.17 H27.5.31 00120154599
破砕：プ,紙,繊
圧縮：プ,紙,繊
選別：プ,紙,木,繊,金

胆振
ほっかいどうりさいく
るせんたー

北海道リサイクルセンター㈱ 苫小牧市字植苗５４番地２ 0144-58-2424 本社電話に同じ H23.8.24 H28.7.24 00140040539
破砕：プ,木,が
破砕・減容：プ
再生骨材の製造（破砕）：が

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

胆振 まるとら ㈱マルトラ 白老郡白老町字白老７８６番地 0144-82-2341 本社電話に同じ H25.10.10 H30.9.24 00140056094 破砕：陶,が

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

胆振 みなとこうぎょう ㈲湊工業 室蘭市中島町３丁目７番１２号 0143-45-7188 本社電話に同じ H26.12.26 H31.12.25 00120085202 破砕・選別：陶,鉱,が

胆振 みょうえんこうぎょう 明円工業㈱ 歌志内市字本町１０２７番地７１ 0125-42-3305 本社電話に同じ H26.2.28 H31.2.27 00120108162 破砕：プ,紙,木,陶

胆振
やまもとじょうかこう
ぎょう

山本浄化興業㈱ 苫小牧市東開町３丁目１８番３２号 0144-55-6688 本社電話に同じ H26.5.21 H31.4.5 00120016654
天日乾燥：汚
脱水：汚

胆振 やまもとまさひさ 山本 芳久 苫小牧市字植苗７３番地の７３ 0144-58-2645 本社電話に同じ H23.1.5 H28.1.4 00120014935 選別：プ,紙,木,金,陶,が

胆振 ゆうきのさと ㈲ゆうきの里 勇払郡厚真町字高丘１８２番地４０ 0145-29-5501 本社電話に同じ H26.8.30 H31.8.5 00120112877 肥料の製造：汚,残
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胆振
よこやまじゅうきけん
せつ

横山重機建設㈱ 伊達市大滝区優徳町１１７番地２ 0142-68-6566 本社電話に同じ H27.3.20 H32.3.19 00140017400
再生骨材等の製造（破砕・選
別）：陶,が

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

胆振 れんてっく ㈱レンテック 苫小牧市柳町１丁目２番１２号 0144-57-6100 本社電話に同じ H25.10.2 H30.10.1 00120062401
造粒固化：汚(無機性汚泥に限
る)
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