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釧路 あいこうさんぎょう ㈲愛康産業
愛知県名古屋市港区宝神３丁目６０４番
地

052-384-7666 0154-47-3773 H23.9.22 H28.7.10 00130077373 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

釧路
あかんのうぎょうきょ
うどうくみあい

阿寒農業協同組合 釧路市阿寒町北新町１丁目４番１号 0154-66-3211 0154-57-5539 H23.3.18 H28.3.17 00120122545 肥料の製造：汚

釧路 あずまこうぎょう 東工業㈱ 釧路市材木町１４番３０号 0154-41-5353 0154-62-2231 H24.5.28 H29.5.27 00140002217 破砕：陶,が 埋立：プ,金,陶,が

釧路 あっけしせいそうしゃ ㈲厚岸清掃社 厚岸郡厚岸町白浜４丁目１１番地 0153-52-4574 本社電話に同じ H25.6.14 H30.6.13 00120004494 破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

釧路 あまのしげき 天野 茂樹 釧路市浪花町１０丁目２番地 0154-22-7009 本社電話に同じ H25.11.22 H30.10.21 00120007544 中和：酸,ア

釧路 ありたしょうてん ㈱有田商店 釧路市入江町１番８号 0154-22-2354 0154-52-3240 H25.10.18 H30.10.17 00120007783

圧縮・切断：プ,木,金,陶,が
破砕・選別：プ,金,陶
切断：プ,木,金
剥線選別：プ,金,陶
圧縮：紙,金

釧路 うえだぐみ ㈱上田組 標津郡標津町字川北９６番地５ 0153-85-2221 本社電話に同じ H25.11.1 H30.9.30 00120072053 造粒・水熱固化：ば

釧路 うすいさんぎょう ㈲臼井産業 釧路郡釧路町字トリトウシ２４番１ 0154-40-2666 本社電話に同じ H23.7.5 H28.7.3 00120128746 破砕：木,が

釧路 うめださんぎょう 梅田産業㈲ 釧路市音別町本町２丁目７３番地 01547-6-2273 本社電話に同じ H23.2.5 H28.1.18 00120039049 破砕：木,が

釧路 えいわさーびす ㈱栄和サービス 釧路市貝塚３丁目４番１号 0154-92-1110 本社電話に同じ H22.7.2 H27.6.27 00140031588

溶融：プ
浮遊選別：プ,木,金,陶,が
破砕：プ,木,ゴ,金,陶
破砕・選別：が

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

釧路 えこてっく ㈱エコテック 白糠郡白糠町庶路基線５番地 01547-5-3138
0154-51-3767
01537-2-0779
01547-5-3138

H27.2.27 H32.2.26 00120028721

肥料の製造：汚,残,固,糞
焼却：汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,
固,ゴ,糞
圧縮：プ,紙
破砕：プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,⑬
浮遊選別：プ,木,金,陶,が
分離：紙,陶
乾燥：陶

釧路 おうじまてりあ 王子マテリア㈱ 東京都中央区銀座５丁目１２番８号 03-3563-1111 0154-57-3305 H24.9.13 H29.9.12 00120099435 破砕：プ,紙,繊

釧路 おおくぼこうぎょう ㈱大久保工業 釧路市鳥取北４丁目１４番１８号 0154-51-2981 0154-54-3601 H22.11.17 H27.10.24 00120025284 破砕：が

釧路 おんべつえいせい 音別衛生㈲ 釧路市音別町川東１丁目１８０番地 01547-6-3670 01547-6-3220 H24.10.19 H29.10.18 00120075842 天日乾燥：汚

釧路
かいせいけんせつこ
うぎょう

開成建設工業㈱ 川上郡弟子屈町字南弟子屈本通３丁目 015-482-1313 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.28 00120032233 破砕：が,金

釧路 きむらこうむてん ㈱木村工務店 釧路市大楽毛南３丁目１番６号 0154-57-8757 本社電話に同じ H23.7.20 H28.6.6 00120031922
破砕：プ,木,繊
破砕・選別：が,金

釧路 きょうつうくうゆ ㈲共通空輸 釧路市海運１丁目２番１６号 0154-24-3666 本社電話に同じ H24.2.16 H29.1.26 00120004218
圧縮・梱包：プ
破砕・圧縮：プ

釧路 くしろえいせい 釧路衛星㈱ 釧路郡釧路町中央３丁目５０番地 0154-40-3232 本社電話に同じ H26.3.14 H31.3.13 00120032233
ＲＰＦの製造：プ,紙,木
破砕：プ,木
圧縮・梱包：プ,紙,金

埋立：プ,金,陶,が

釧路 くしろおーとりさいくる 釧路オートリサイクル㈱ 釧路市新野２４番地１０８４ 0154-57-3718 本社電話に同じ H27.2.20 H32.2.2 00120116266 破砕：プ

釧路 くしろかせいこうぎょう 釧路化成工業㈱ 釧路市大楽毛２５１番地１ 0154-57-4321 0154-57-8211 H26.2.15 H31.1.20 00120058053 肥料の製造：汚,残
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釧路 くしろこうせいしゃ ㈱釧路厚生社 釧路市新野４１番地の１ 0154-40-2983
0154-40-4172
0154-57-6222

H22.5.19 H27.5.18 00140005115

破砕：プ,紙,木,繊,ゴ,陶,が
破砕・分離：紙,陶
焼却：燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,
固,ゴ,金,陶,鉱,体,ば
脱水：汚
乾燥：汚,酸,ア,残,糞
選別：プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
発酵減容：汚,酸,ア,残,糞
肥料製造：汚,酸,ア,残,糞

埋立：燃,汚,油(ﾀｰﾙ
ﾋﾟｯﾁ類),プ,紙,木,繊,
残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば,
⑬

釧路 くしろすちれん 釧路スチレン㈱ 釧路市星ヶ浦南１丁目２番１５号 0154-52-3557 本社電話に同じ H24.2.16 H29.1.29 00120082650 溶融：プ

釧路 くしろはいみーる ㈱釧路ハイミール 釧路市大楽毛８番地１０ 0154-57-8822 本社電話に同じ H25.9.14 H30.9.13 00120055637
肥料及び飼料の製造：汚,酸,ア,
残

釧路
こうのさいせきこうぎょ
う

河野採石工業㈱ 釧路市材木町２１番９号 0154-41-1208
0154-40-4050
0154-40-2903

H25.2.22 H30.1.15 00120101368
破砕：金,陶,が
乾燥・固化：汚

釧路
さいとうどけんこうぎょ
う

㈲斉藤土建興業
白糠郡白糠町西庶路西２条南２丁目６番
地２

01547-5-3769 本社電話に同じ H26.7.15 H31.7.14 00140062763 破砕：木,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

釧路 だいけんやまだ ㈱大建山田 釧路市北斗２６７番地の２ 0154-56-2125 本社電話に同じ H24.6.1 H29.5.31 00140001242 破砕：木,が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

釧路
だいこーこーぽれー
しょん

㈱ダイコーコーポレーション 釧路市星が浦大通４丁目５番６号 0154-55-4117 0154-69-2073 H23.3.16 H28.3.15 00120126286 肥料の製造：汚,酸,ア,残

釧路 たいへいよううんゆ 太平洋運輸㈱ 釧路市貝塚３丁目７番２２号 0154-41-4471 本社電話に同じ H25.10.17 H30.9.17 00120037868 破砕：汚

釧路 たかはししょうかい ㈱髙橋商会 釧路郡釧路町若葉２丁目１９番地 0154-37-8456 本社電話に同じ H26.7.1 H31.6.29 00120053295
選別：プ,金,陶
圧縮：金
破砕：プ

釧路 たざきどけん 田崎土建㈱ 厚岸郡厚岸町門静２丁目８番地 0153-52-3422 0153-52-7706 H23.7.30 H28.7.3 00120041035 破砕：が

釧路 どうとうせいそう ㈱道東清掃 釧路市愛国西３丁目３３番４号 0154-36-2173 0154-51-8669 H24.8.7 H29.8.6 00120020201
溶融：プ
破砕：プ
圧縮・梱包：プ

釧路 とうぶかいはつ 東部開発㈱ 釧路市新野２４番地１ 0154-57-5251 本社電話に同じ H26.2.16 H31.2.15 00120109318 破砕・選別：金,が

釧路 とーほーこうぎょう トーホー工業㈱
大阪府大阪市平野区加美南４丁目３番２
６号

06-6791-8001 01547-5-4129 H27.1.24 H31.12.22 00120104063 減容・固化：プ

釧路
なかださいせきこう
ぎょう

㈲中田採石工業 厚岸郡厚岸町太田宏陽５２番地 0153-52-7481 本社電話に同じ H24.6.4 H29.6.3 00120047903 破砕：が

釧路 にきょうきんぞく ㈲二協金属 釧路市大川町６番２４号 0154-41-3951 0154-40-3147 H26.3.19 H31.3.18 00120049346
破砕：プ,木,陶
溶融：プ
圧縮：金

釧路 にしもりけんせつ ㈱西森建設 厚岸郡浜中町茶内橋北西１０３番地 0153-65-2279 本社電話に同じ H22.5.3 H27.5.2 00140030107 破砕：が 埋立：プ,ゴ,金,陶,が

釧路 にほんそうごうしせつ ㈱日本総合施設 三重県四日市市川島町６６１２番地の２ 059-322-5100 0154-69-3880 H22.5.8 H27.5.7 00120154346 破砕・選別：プ,金,陶

釧路
にほんゆせつえんじ
にありんぐ

㈱日本油設エンジニアリング 釧路市暁町６番２３号 0154-21-6166 0154-36-2151 H22.4.13 H27.4.3 00120006443 油水分離：汚,油

釧路 ねいちゃーてっくくしろ ネイチャーテック釧路㈱ 釧路市星が浦南６丁目６番１３号 0154-57-7766 本社電話に同じ H22.7.30 H27.7.29 00120155373 圧縮・梱包：プ

釧路
はやしじゅうきこうぎょ
う

㈲林重機工業 川上郡標茶町麻生７丁目１７番地 015-485-3482 本社電話に同じ H23.10.15 H28.8.7 00120129374 破砕：木,陶,が

釧路 ふたやこうぎょう フタヤ工業㈱ 釧路市阿寒町富士見３丁目１番４号 0154-66-2529 本社電話に同じ H26.1.22 H31.1.8 00120146504 破砕：金,が

釧路 べついこうぎょう ベツイ工業㈱
釧路郡釧路町字別保原野南２０線５０番
地９

0154-40-3691 0154-40-2491 H26.6.4 H31.6.3 00140018730

破砕：プ,木,繊,が
破砕・分離：紙,陶
焼却：木
選別：木,が
炭化：木,繊
圧縮・梱包：プ,紙

埋立：プ,ゴ,金,陶,が
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釧路 ほくせんかいはつ 北泉開発㈱ 釧路市阿寒町１８線３８番地 0154-66-3508
0154-57-6415
0153-56-2278

H23.8.9 H28.8.7 00120041257 破砕：が

釧路 ほくどかいはつ ㈱北土開発
白糠郡白糠町西庶路東２条北３丁目２番
地３

01547-5-4005 本社電話に同じ H26.10.27 H31.10.26 00140065098
破砕：木,陶,が
乾燥・固化：汚

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

釧路 まえだこうぎょう ㈱前田工業 釧路市北斗２１９番地１１２ 0154-52-2411 本社電話に同じ H24.5.21 H29.5.20 00140047868
浮遊選別：木,が
破砕：プ,木,が
焼却：紙,木,繊

埋立：プ,ゴ,金,陶,が

釧路
まるいほっかいこう
ぎょう

丸伊北海興業㈱ 釧路市堀川町３番２０号 0154-25-1368 本社電話に同じ H22.4.10 H27.4.9 00120016866 破砕・選別：金,が

釧路 まるえいうんゆ 丸栄運輸㈲ 釧路市星が浦大通り４丁目６番１０号 0154-51-5698 本社電話に同じ H23.3.23 H28.3.22 00120019051
肥料製造：汚,酸,ア,油,残
乾燥：汚

釧路 まるこしさんぎょう 丸越産業㈱ 川上郡標茶町常盤３丁目１６番地 015-485-2405 本社電話に同じ H22.11.21 H27.11.20 00120047057 破砕：木,が

釧路 まるさささきしょうてん ㈱丸サ佐々木商店 釧路市星が浦南２丁目１番３３号 0154-52-2577 本社電話に同じ H23.10.22 H28.10.4 00120053770 圧縮・梱包：プ

釧路
まるしょうかみかわら
しょうてん

㈲丸昭上川原商店 釧路市鳥取北５丁目６番６号 0154-51-1269 本社電話に同じ H24.5.22 H29.5.21 00120048330

溶融：プ
圧縮・梱包：プ
破砕：プ
圧縮：金

釧路 まるぜん ㈱丸全 釧路市緑ヶ岡２丁目２６番１１４号 0154-42-1500 0154-57-8338 H26.6.13 H31.6.12 00120017317
蒸発・乾固：酸,ア,残
乾燥：汚

釧路 まるたかさんぎょう ㈲丸高産業
川上郡弟子屈町トウ別原野４３線西３６
番地４

015-482-4129 0154-64-2912 H25.8.29 H30.8.28 00120040194 破砕：木

釧路
まるぶつでぐちこうさ
ん

㈱丸物出口興産 厚岸郡浜中町浜中桜北１２５番地 0153-64-2211 0154-36-9620 H27.2.27 H32.2.26 00140028799 破砕：紙,木,陶,が 埋立：プ,金,陶,が

釧路 みつわさいせき 三ッ輪砕石㈱ 釧路市鳥取南５丁目１２番５号 0154-25-5155
0153-52-2789
0154-22-4307

H25.1.18 H30.1.15 00120101618 破砕：金,陶,が

釧路 みとみこうぎょう ミトミ工業㈱ 釧路市大町８丁目１番１２号 0154-42-3103 0154-40-2552 H26.10.22 H31.10.2 00120024665 破砕：が

釧路 むらいけんせつ 村井建設㈱ 釧路市住之江町１２番１７号 0154-22-1287
0154-57-4009
0154-57-8715

H23.4.5 H28.4.4 00120075841 破砕：が

釧路
むらかみせきざいこう
ぎょう

㈱村上石材工業 厚岸郡厚岸町太田宏陽６番地 0153-52-4231 本社電話に同じ H27.1.22 H32.1.21 00120152265
破砕：残,が
乾燥：残

釧路 めいせい ㈲メイセイ 川上郡弟子屈町桜丘３丁目１番６号 01548-2-1477 本社電話に同じ H26.7.25 H31.7.24 00120178706 破砕：が

釧路 もりえけんせつ 森江建設㈱
白糠郡白糠町西庶路西２条南２丁目５番
地１７

01547-5-3161 01547-5-3030 H24.2.28 H29.2.27 00140014158 破砕：木,が
埋立：燃,汚,プ,紙,木,
繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば,
⑬

釧路 やましたこうぎょう ヤマシタ工業㈱ 釧路市阿寒町新町２丁目３番９号 0154-66-2111 本社電話に同じ H25.8.24 H30.8.11 00120054033 破砕：金,が

釧路
やまじゅうむらかみ
しょうてん

㈱山拾村上商店 釧路郡釧路町国誉２丁目５番地 0154-36-1203 本社電話に同じ H25.7.27 H30.7.26 00120054879

破砕：プ,紙,木,繊,金,陶,油
固化：プ,紙,木,繊,油
選別：プ,紙,木,繊,,金,陶,が,汚,油
切断：プ,金
破砕・圧縮：プ
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