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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 H25.2.14 H29.12.24 00100005320 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ あいざわこうむてん ㈲相澤工務店 北見市西三輪４丁目７１６番地２８ 0157-36-5202 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.13 00100124606 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

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 0157-36-8011 本社電話に同じ H22.12.10 H27.12.9 00110124210
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

オホ あおき ㈲あおき 常呂郡佐呂間町字宮前町７７番地 01587-2-3608 本社電話に同じ H25.10.17 H30.10.16 00100008974 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

オホ あさひらいじんぐ ㈲アサヒ・ライジング 北見市東相内町１７１番地５６ 0157-36-6406 本社電話に同じ H25.7.2 H30.7.1 00100172693 プ

オホ あどばんす ㈱アドバンス 北見市緑ヶ丘１丁目２３番１９号 0157-26-8101 本社電話に同じ H25.3.13 H30.3.12 00100170972 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ
あばしりえいせいせん
たー

㈱網走衛生センター 網走市呼人１７４番地の８ 0152-48-2021 本社電話に同じ H27.3.20 H32.3.19 00110005749
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

有り

オホ あばしりこうぎょう 網走工業㈱ 網走市港町１１６番地 0152-43-4377 本社電話に同じ H24.4.30 H29.4.29 00100046640 汚,プ,ゴ,金,陶,が

オホ あばしりこうつう 網走交通㈱ 網走市新町２丁目３番１号 0152-45-2020 本社電話に同じ H26.6.29 H31.6.28 00100020199 燃,汚,プ,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

オホ あばしりりーす 網走リース㈱ 網走市字潮見１７１番地の５ 0152-43-6188 本社電話に同じ H22.8.31 H27.8.23 00100071798 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ あまないこうぎょう 天内工業㈱ 北見市東相内町１０番地７ 0157-36-8011 本社電話に同じ H22.10.28 H27.10.27 00110122222
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

オホ あわきひろゆき 粟木　祐幸 北見市公園町１３９番地８０ 0157-61-5233 本社電話に同じ H26.3.26 H31.3.25 00100176640 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,体

オホ あんぜん ㈱安全 北見市光西町１７２番地 0157-24-5451 本社電話に同じ H24.1.5 H28.12.7 00110132199 油,プ,金 有り

オホ あんぜんうんそう 安全運送㈱ 網走郡美幌町字青山南２５番地１ 01527-3-5141 本社電話に同じ H23.8.13 H28.8.12 00100078190
燃,汚,紙,木,繊,残,糞,体,ば,プ,ゴ,金,
陶,が

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 01527-3-5141 本社電話に同じ H26.10.31 H31.10.4 00100024669
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 01588-4-3628 本社電話に同じ H22.9.17 H27.8.29 00110033417 汚,紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が 有り

オホ
いしかわじゅうきこう
ぎょう

㈲石川重機工業 常呂郡佐呂間町字西富８番地の３５ 01587-2-2501 本社電話に同じ H24.4.30 H29.4.29 00100084542 木,プ,陶,が

オホ
いしざわでんきしょう
かい

㈱石沢電気商会 北見市端野町二区３１９番地 0157-56-3311 本社電話に同じ H24.12.21 H29.12.11 00100044817 紙,木,繊,プ,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 H25.9.14 H30.9.13 00100008413 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ いなだみつお 稲田　光男 紋別郡遠軽町南町３丁目３番地３ 0158-42-2464 本社電話に同じ H25.10.17 H30.10.16 00100008973 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

オホ いのうえまさみ 井上　正己 北見市東相内町７番地１１ 0157-36-7309 本社電話に同じ H26.6.6 H31.6.5 00100177838 プ,ゴ,金
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オホ いまいじゅうき ㈲今井重機
斜里郡小清水町字小清水１８２番地の１
６

0152-62-2577 本社電話に同じ H22.6.29 H27.6.28 00100031585 燃,汚,木,ば,プ,紙,繊,残,ゴ,金,陶,が

オホ いまいずみぞうえん ㈲今泉造園 北見市相内町１３９番地５ 0157-37-2305 本社電話に同じ H23.4.28 H28.4.27 00100127121 プ,木,陶,が

オホ いわおかどけん ㈲岩岡土建 紋別市小向２１２番地 0158-27-2122 本社電話に同じ H27.3.9 H32.3.8 00100153527 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ いわむらよしたか 岩村　慶孝 紋別市渚滑町１丁目３１番地の２ 0158-24-9583 本社電話に同じ H22.12.8 H27.12.3 00100073858 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶

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 本社電話に同じ H23.7.1 H28.6.30 00100109900 汚,酸,木,残,固,糞

オホ うちださんぎょう ㈲内田産業 紋別郡遠軽町丸瀬布西町１６１番地 0158-47-2562 本社電話に同じ H23.5.31 H28.5.30 00100127640 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞,体

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 H26.2.27 H33.2.26 00100045587
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,ば,
プ,ゴ,金,陶,が

オホ えこらいと ㈲エコ・ライト 紋別市渚滑町６丁目１０番地１ 0158-23-40180158-23-4018 0158-42-5018H25.3.18 H30.3.17 00100102668
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

オホ えんがるうんゆ 遠軽運輸㈱ 紋別郡遠軽町１条通北２丁目１番地９ 01584-2-2071 本社電話に同じ H23.9.6 H28.9.5 00100079805 酸,紙,木,繊,糞,プ,金,陶,が

オホ えんがるせいそうしゃ ㈲遠軽清掃社 紋別郡遠軽町西町１丁目５番地の９ 01584-2-231001584-2-2310 01586-2-2544H26.6.12 H31.6.7 00100018727 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

オホ えんがるつううん 遠軽通運㈱ 紋別郡遠軽町学田２丁目９番地１ 01584-2-3111 本社電話に同じ H26.6.11 H31.6.7 00100018803 燃,汚,酸,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

オホ えんがるほどう 遠軽舗道㈱ 紋別郡湧別町開盛４１番地 01586-2-3853 本社電話に同じ H24.4.16 H29.4.15 00100004207 汚,油,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ えんどう ㈱遠藤 北見市留辺蘂町上町１３４番地 0157-42-3508 本社電話に同じ H27.5.28 H32.4.27 00110069412
燃,汚,油,プ,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

有り

オホ えんどうぐみ ㈱遠藤組 常呂郡置戸町字置戸２５５番地の２２ 0157-52-3021 本社電話に同じ H24.10.16 H29.10.15 00100050700 木,プ,金,陶,が

オホ おうむじゅうき ㈲雄武重機 紋別郡雄武町字雄武８１番地 0158-84-2099 本社電話に同じ H23.5.8 H28.5.7 00110039651 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

オホ おおいただゆき 大井　忠幸 紋別郡雄武町字雄武１８４０番地の１５７ 0158-84-2190 本社電話に同じ H25.9.25 H30.9.11 00100144309
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

オホ
おおえけんせつこう
ぎょう

㈱大江建設工業 北見市美山町東２丁目７３番地１６９ 0157-25-2956 本社電話に同じ H25.9.3 H30.9.2 00100173597 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,体,ば

オホ おおつきぐみ ㈲大槻組 北見市北光４５１番地１ 0157-31-3979 本社電話に同じ H24.12.25 H29.12.24 00100005309 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ おおつきりかがく 大槻理化学㈱ 北見市卸町１丁目６番地２ 0157-36-7211 本社電話に同じ H27.3.7 H32.3.6 00100006079 汚,油,酸,ア,プ,金,陶

オホ おおつじさんぎょう ㈱大辻産業 北見市留辺蘂町旭１区１５９番地６ 0157-42-3431 本社電話に同じ H24.3.30 H29.3.29 00100134391 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ おおにしぐみ ㈱大西組 紋別郡西興部村字西興部７８番地 0158-87-2319 本社電話に同じ H25.5.17 H30.5.8 00100053294 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞
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オホ おおはらけんせつ 大原建設㈱
紋別郡滝上町字サクルー原野基線１４番
地

01582-9-2122 本社電話に同じ H24.4.26 H29.4.15 00100039276 木,プ,金,陶,が

オホ おおやさんぎょう 大矢産業㈱ 北見市光西町２００番地１９ 0157-24-5781 本社電話に同じ H25.8.28 H30.8.4 00100005316 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

オホ おぐろうんゆ ㈲オグロ運輸 網走市つくしヶ丘五丁目７番１号 0152-43-2904 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100178427 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

オホ おぐろさんぎょう ㈲小黒産業 網走郡大空町女満別湖南２２４番地３７ 01527-4-2959 本社電話に同じ H22.6.14 H27.5.8 00100030231 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,体

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 H25.9.8 H30.9.7 00110008426 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

オホ おざきけんき ㈱尾崎建機 紋別市渚滑町１丁目６番地９２ 01582-4-4984 本社電話に同じ H23.4.10 H28.4.9 00100039050 プ,紙,木,繊,ゴ,金,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 H27.2.14 H32.2.13 00100027988 木,残,糞,体,プ,金,陶,が

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 本社電話に同じ H25.5.13 H30.4.22 00100142083 糞

オホ おほーつくえんげい ㈱オホーツク園芸 網走市南５条西１丁目３番地 0152-43-35520152-43-3552 0152-74-2435H25.1.9 H29.12.23 00100051729 汚,プ,木,繊,金,陶,が

オホ
おほーつくかんきょう
しせつかんり

オホーツク環境施設管理㈱ 紋別市大山町2丁目46番地 0158-24-2230 本社電話に同じ H23.12.22 H28.12.21 00100163688 汚,プ,金,陶

オホ おほーつくそーてっく オホーツクソーテック㈱ 紋別市元紋別１０２番地４０ 01582-4-4155 本社電話に同じ H26.6.29 H31.6.28 00100020209 汚,油,紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が

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 01522-3-5242 本社電話に同じ H23.8.11 H28.7.29 00100041582 汚,木,プ,ゴ,金,陶,が

オホ かずさこうぎょう 上総工業㈲ 北見市北進町５丁目４番５６号 0157-61-2212 本社電話に同じ H24.9.12 H29.9.11 00100168129 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

オホ かたやまぐみ ㈲片山組 北見市豊地６９番地の９ 0157-36-2703 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100149805 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ
かねたかゆきむらしょ
うさん

㈱カネタカ幸村商産 網走市向陽ヶ丘４丁目３番１６号 0152-67-4035 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00100156496
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

オホ
かねはちかじむらせ
つびこうぎょう

㈲カネハチ樫村設備工業 斜里郡清里町字江南２１番地 01522-5-3377 本社電話に同じ H23.2.25 H28.2.19 00100074978 汚,紙,木,残,糞,プ,ゴ,金,陶,が

オホ かのうえき ㈲嘉野植木 北見市常盤町３丁目１１番１９号 0157-23-5858 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.23 00100068324 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ かみしょこつうんゆ 上渚滑運輸㈱ 紋別市上渚滑町５丁目７９番地の４ 01582-5-2607 本社電話に同じ H26.3.8 H31.3.7 00100109714
燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,ば

オホ かわしろこうぎょう ㈱川代興業 紋別市新生４３番地３１ 01582-4-5947 本社電話に同じ H26.7.5 H31.6.28 00100020208 燃,汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が,糞

オホ かわにしけんせつ 河西建設㈱ 北見市花月町６番２ 0157-61-3101 本社電話に同じ H24.12.18 H29.12.17 00100082239 が

オホ かわはらこうぎょう 河原工業㈱ 紋別郡興部町字興部８５番地の８ 0158-82-2551 本社電話に同じ H24.4.20 H29.4.19 00100134898 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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オホ かんえいさんぎょう ㈱舘栄産業 網走市字北浜２００番地の７ 0152-44-4366 本社電話に同じ H25.9.2 H30.9.1 00100173596 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ
かんきょうえいせい
しゃ

㈲環境衛生社 網走市字潮見２５４番地の４ 0152-44-4152 本社電話に同じ H23.6.20 H28.6.19 00100077597 油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

オホ かんのくみ ㈱管野組 紋別郡遠軽町丸瀬布東町９８番地 0158-47-2331 0158-47-3352 H23.10.6 H28.10.5 00100162414 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

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

01527-4-3447 本社電話に同じ H23.5.2 H28.5.1 00100039274 燃,汚,紙,木,繊,残,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が

オホ きたいちさんぎょう ㈱北一産業 斜里郡斜里町字中斜里１９番地 0152-23-4633 本社電話に同じ H23.5.27 H28.5.26 00100127612
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

オホ きたきつねぼくじょう ㈱北きつね牧場 北見市留辺蘂町松山８番地２ 0157-45-2530 本社電話に同じ H27.7.12 H32.7.11 00100031624 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

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 0152-47-21720152-47-2172 0152-47-2581H24.8.28 H29.8.24 00100050190 汚,残,体,固,⑬

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 H26.4.27 H31.4.26 00100017312 汚,プ,木,金,陶,が

オホ
きたみかいたいこう
ぎょう

㈱北見解体工業 北見市美山町３９番地３３ 0157-26-0005 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00110156437 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

オホ きたみさんせいうんゆ 北見三星運輸㈱ 北見市東相内町４８番地１ 0157-36-0663 本社電話に同じ H26.3.10 H31.3.9 00100005315 燃,プ,木,ゴ,金,陶,が

オホ きたみじゅうき ㈱北見重機 北見市川東３７０番地２ 0157-61-8155 本社電話に同じ H25.9.2 H30.9.1 00100173595 燃,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ
きたみしょうぎょうく
りーん

北見商業クリーン㈱ 北見市豊地１８番地２ 0157-33-3576 本社電話に同じ H26.8.26 H31.8.25 00100113429
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

オホ
きたみだいいちもくざ
い

北見第一木材㈱ 北見市東相内６７５番地の３ 0157-36-2421 本社電話に同じ H26.3.27 H31.3.26 00100176645 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ きたみつううん 北見通運㈱ 北見市豊地９３番地１ 0157-66-1200 本社電話に同じ H26.7.28 H31.7.27 00100019552
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

オホ きたみにっつううんゆ 北見日通運輸㈱ 北見市東相内町１０８番地３２ 0157-36-2131 本社電話に同じ H23.6.15 H28.5.6 00100076188
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,鉱,ば,⑬,プ,ゴ,
金,陶,が

オホ きたみゆにてぃ ㈲北見ユニティ 北見市清月町６番地の３ 0157-26-1823 0157-42-2351 H24.12.18 H29.12.17 00100139472 燃,汚,油,プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,繊,残,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 0157-32-87770157-32-8777 0157-52-3111H25.7.16 H30.6.9 00100104121 糞

オホ きたみりくそう 北見陸送㈱ 北見市北上町３４８番地１ 0157-38-2600 本社電話に同じ H22.4.28 H27.4.27 00100118249 油,酸,ア,プ,金,陶

オホ きょうえいさんぎょう ㈱共栄産業 紋別郡湧別町錦町３８０番地４ 01586-5-3886 01586-5-3889 H23.10.19 H28.10.18 00100162694 プ,残

オホ きょうしん ㈱共新 紋別郡遠軽町白滝６７５番地 01584-8-205201584-8-2052 0158-47-2646H22.6.14 H27.5.29 00100030832 汚,木,糞,プ,金,陶,が

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 H25.7.9 H30.6.12 00110125844 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が 有り
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オホ きょうどうりさいくる 共同リサイクル㈱
千葉県成田市三里塚光ヶ丘１番地の８６
２

0476-35-2635 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100006073 汚,金,陶

オホ きょうりつうんそう 共立運送㈱ 網走市字潮見１８０番地の２０ 0152-43-2051 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.15 00100018077 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

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 01582-4-5069 本社電話に同じ H26.6.29 H31.6.28 00100019725 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ きよさとじゃり ㈲清里砂利 斜里郡清里町水元町１８番地 01522-5-2305 本社電話に同じ H24.2.1 H29.1.31 00100044421 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ くぼしょうかい ㈲久保商会 斜里郡斜里町字以久科北１５４番地１１ 01522-3-1486 本社電話に同じ H22.5.26 H27.5.25 00110116188 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

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２丁目３番地９ 0152-47-1400 本社電話に同じ H24.1.11 H29.1.10 00110164022 油,プ,金 有り

オホ 優 くれはかんきょう ㈱クレハ環境 福島県いわき市錦町四反田３０番地 0246-63-1231 本社電話に同じ H27.1.9 H33.11.25 00100004159 汚,油,酸,ア,プ,金,陶

オホ
くんねっぷうんそう
しゃ

㈲訓子府運送社 常呂郡訓子府町字穂波６７番地の３４ 0157-47-2559 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100005308 燃,汚,プ,紙,木,残,金,陶,が,糞

オホ
くんねっぷかもつうん
そう

訓子府貨物輸送㈱ 常呂郡訓子府町東幸町３９８番地 0157-47-2574 本社電話に同じ H27.5.28 H32.5.22 00100030301 汚,酸,プ,木,金,陶,が

オホ けいしんじつぎょう ㈱恵信実業 北見市開成４５２番地 0157-39-3442 本社電話に同じ H23.5.14 H28.5.13 00100121099 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞,体

オホ けいてぃーさーびす ㈲ケイティーサービス 北見市桂町五丁目１８３番地の１０ 0157-24-3398 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.29 00100179605 プ,紙,木,ゴ,金

オホ けんしょうこうぎょう ㈱建商興業 紋別市港町７丁目５－８ 0158-23-5270 本社電話に同じ H24.3.15 H29.3.6 00100133714 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,残

オホ こいけじゅうき ㈱小池重機 北見市中ノ島町３丁目２番１６号 0157-23-2896 本社電話に同じ H25.8.23 H30.8.10 00100005323 燃,汚,紙,木,残,プ,ゴ,金,陶,が

オホ こうえいけんせつ ㈱光栄建設 北見市末広町１７２番地の１７ 0157-25-3108 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100178383 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

オホ こうよう ㈲髙陽 網走郡大空町女満別巴沢１４５番地 01527-4-3018 本社電話に同じ H23.9.26 H28.9.9 00100079615 汚,紙,木,繊,残,糞,体,プ,ゴ,金,陶,が

オホ 優 こうりゅうさんぎょう 興隆産業㈱
兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目１番１
号

078-391-5531 本社電話に同じ H21.3.8 H28.3.7 00100007253 汚,酸,プ,金,陶

オホ こしみずとらっく ㈱小清水トラック 斜里郡小清水町字小清水７６８番地 0152-62-2825 本社電話に同じ H24.1.31 H28.10.13 00100131004 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ ごだい ㈱ゴダイ 北見市豊地６９番地１８ 0157-36-3763 本社電話に同じ H26.3.27 H31.3.26 00100176646 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

オホ こだうんゆ 小田運輸㈲ 常呂郡置戸町字置戸３２番地 0157-52-3365 本社電話に同じ H24.1.25 H29.1.20 00100045149 汚,油,酸,ア,紙,木,糞,体,プ,ゴ,金,陶,が

オホ こんどうひさし 近藤　久志
北見市中ノ島町３丁目１番５０号中ノ島３
丁目ビル３階

0157-23-3607 本社電話に同じ H23.4.28 H28.4.27 00100127122 油,プ,紙,木,ゴ,金,が

オホ さいとううんゆ ㈱サイトウ運輸 北見市東相内町１７４番地の２２ 0157-36-7202 本社電話に同じ H23.8.30 H28.8.29 00100039273 紙,木,繊,プ,金,陶,が
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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 H26.3.29 H31.3.28 00110016437 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,金,陶,が 有り

オホ ささきこうぎょう ㈲佐々木工業 斜里郡斜里町字中斜里２２番地 0152-23-3554 本社電話に同じ H26.12.26 H31.12.25 00100152556 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ ささもりでんき ㈱笹森電気 網走市字潮見４５番地の３ 0152-44-7083 本社電話に同じ H26.12.9 H31.12.8 00110115366 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

オホ さとうねつき ㈲サトウ熱器 紋別郡遠軽町西町２丁目８番地 0158-42-3751 本社電話に同じ H23.3.29 H28.3.28 00110075769 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば 有り

オホ さなだけんせつ 真田建設㈱ 北見市端野町三区６５番地２ 0157-56-2061 本社電話に同じ H27.3.24 H32.3.15 00100026582 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ さのしょうじ 佐野　昭司 北見市常川１２５６番地１ 0157-36-3323 本社電話に同じ H23.4.5 H28.4.4 00100126802
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,ば

オホ さろまうんゆ 佐呂間運輸㈱ 常呂郡佐呂間町字北２１８番地の３ 01587-2-1133 本社電話に同じ H26.11.22 H31.11.21 00100025650 汚,紙,木,繊,残,糞,プ,金,陶,が

オホ
さろまかいはつこう
ぎょう

佐呂間開発工業㈱ 常呂郡佐呂間町字西富１０８番地 01587-2-3201 本社電話に同じ H25.9.1 H30.8.31 00100055694 汚

オホ
さろますくらっぷせん
たー

㈲佐呂間スクラップセンター 常呂郡佐呂間町字北３２２番地５ 01587-2-3137 本社電話に同じ H22.10.7 H27.10.6 00100122224 油,酸,ア,プ,ゴ,金

オホ さろまとらっく 佐呂間トラック㈱ 常呂郡佐呂間町字宮前町１７４番地の２ 01587-2-2525 本社電話に同じ H23.6.5 H28.6.4 00100040175 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

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 H24.3.22 H29.2.14 00110029619 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

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 H25.12.3 H30.11.16 00110005313 油,酸,ア,紙,プ,金,陶 有り

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 H26.6.11 H31.6.7 00100018724 汚,酸,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

オホ さんきゅうけんせつ 三九建設㈱ 北見市留辺蘂町栄町３８番地 0157-42-2270 本社電話に同じ H22.9.7 H27.9.6 00110033500 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

オホ
さんきょうごとうけん
せつ

㈱三共後藤建設 北見市北上７７７番地 0157-38-2581 本社電話に同じ H24.5.29 H29.5.28 00100166374 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ さんきょうにやく 三共荷役㈲ 北見市相内町２８６番地４４ 0157-35-3028 本社電話に同じ H22.5.26 H27.5.25 00100118766 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ さんけん ㈲さんけん 網走郡美幌町字東２条北４丁目１番地 0152-72-5811 本社電話に同じ H22.5.15 H27.5.14 00100154446 プ,紙,木,繊,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 01527-3-314101527-3-3141 01527-3-0102 0152-76-2605H22.10.11 H27.10.10 00100034600 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

オホ さんだい ㈱サンダイ 福岡県福岡市東区郷口町８番２８号 092-623-8990 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.24 00100043288 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,金,陶,残

オホ さんよううんゆ 山洋運輸㈱ 紋別市渚滑町７丁目４６番地１ 0158-23-9301 本社電話に同じ H25.9.11 H30.9.10 00100173890 汚,酸,ア,プ,残

オホ さんわけんせつ ㈱三和建設 紋別郡興部町字興部６５５番地 01588-2-2118 本社電話に同じ H23.8.9 H28.8.8 00100037677 汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が
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オホ しげおかまつみ 重岡　松美 北見市端野町二区７８１番地４ 0157-56-3299 本社電話に同じ H24.5.26 H29.5.25 00100047256 プ,金,陶,が

オホ してぃかんきょう シティ環境㈱ 網走市字潮見１７７番地の３２ 0152-61-2663 本社電話に同じ H23.3.21 H28.3.20 00110075538
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

有り

オホ しもむらうんそう ㈲下村運送 紋別郡興部町字興部８４番地１０ 0158-82-2218 本社電話に同じ H23.2.16 H28.1.28 00100074740 プ,紙,木,繊,金,陶,が

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 H23.4.23 H28.4.22 00100014156 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ しもやまさんぎょう ㈲下山産業 斜里郡小清水町字旭２０１番地の３ 0152-62-4124 本社電話に同じ H24.2.15 H29.1.8 00100082240
汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,
体,ば

オホ
しゃりけんせつこう
ぎょう

斜里建設工業㈱ 斜里郡斜里町新光町５１番地１ 01522-3-2408 本社電話に同じ H26.6.20 H31.6.16 00100019717 汚,木,プ,ゴ,金,陶,が

オホ しゃりつううん 斜里通運㈱ 斜里郡斜里町字中斜里１７番地 01522-3-2168 本社電話に同じ H26.10.8 H31.10.7 00100019716 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,ば

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 H27.4.21 H32.4.20 00100182524 プ,残

オホ しらたきこうぎょう ㈲白滝工業 紋別郡遠軽町白滝３０５番地 0158-48-2552 本社電話に同じ H24.8.29 H29.8.28 00100050160 木,プ,金,陶,が

オホ しんしあ ㈱シンシア 東京都品川区南大井６丁目２６番３号 03-3764-5300 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100003072 汚,金,陶

オホ しんどうけんせつ ㈲新道建設 北見市豊地１７３番地４ 0157-36-0752 本社電話に同じ H24.7.3 H29.6.15 00100136134 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ すえひさこうはん ㈲末久工販 北見市東相内町306番地の1 0157-36-5100 本社電話に同じ H23.8.3 H28.8.2 00110161182 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,陶,が 有り

オホ すぎやま ㈱スギヤマ 北見市相内町１０１番地７ 0157-37-2706 本社電話に同じ H26.9.2 H31.7.27 00100147755 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ すずきじゅうき ㈲鈴木重機 北見市大和１番地の２ 0157-33-2339 本社電話に同じ H25.3.29 H30.2.19 00100111770 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ
せいわけみかるさー
びす

静和ケミカルサービス㈱
静岡県静岡市駿河区丸子芹が谷町２番
２１－６

054-268-0345 本社電話に同じ H22.6.25 H27.6.24 00100051046 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,金,陶

オホ せきほく ㈱石北 北見市東相内町５６０番地 0157-36-4411 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100005314
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

オホ ぜろ ㈲ゼロ 北見市美山町南２丁目８番地の２５ 0157-23-8393 本社電話に同じ H24.2.10 H29.2.9 00100164631 プ,金,陶

オホ
そうえいとらんすぽー
と

㈱ソウエイトランスポート 紋別市新港町２丁目２５番地３３ 0158-23-4645 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.18 00100170365 汚,油,プ,木,繊,残,金,が

オホ そうけん ㈱そうけん 網走市南６条西３丁目６番地 0152-45-30580152-45-1076 0152-74-4674H22.10.24 H27.10.23 00110031439 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

オホ
そうごうさーびすやぶ
した

合資会社綜合サービス藪下
紋別郡滝上町字サクルー原野基線５番
地

01582-3-5177 本社電話に同じ H22.12.10 H27.12.9 00100123941
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

オホ そえじまこうけん ㈱副島工建 網走郡美幌町字美禽１８番地の３７ 0152-75-0510 本社電話に同じ H26.3.18 H31.3.11 00100147754 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）



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 積替保管

オホ だいえいけんせつ ㈱大栄建設 紋別市元紋別１０２番地の３０ 0158-24-3807 本社電話に同じ H27.6.15 H32.6.14 00100155033 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ だいこううんゆそうこ 大興運輸倉庫㈱ 東京都港区芝浦一丁目１３番１０号 03-3868-0291 本社電話に同じ H25.7.5 H30.7.4 00100004830 汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

オホ たいしょうしょううん ㈲太正商運
常呂郡佐呂間町字共立１８３番地の１，１
８３番地の２

01587-2-8619 本社電話に同じ H27.3.30 H32.3.29 00100068325 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ だいせいうんゆ ㈱ダイセー運輸 北見市東相内町１３２番地６ 0157-66-1622 本社電話に同じ H27.4.29 H32.4.20 00100118006 プ,紙,木,繊,金,陶,が

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 H26.8.10 H31.8.9 00100113185 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,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

0152-74-21420152-74-2142 0157-66-7788H25.9.30 H30.9.29 00100005242 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,体

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１
２ＲＳビル

011-209-9339 本社電話に同じ H22.7.13 H27.7.12 00100011043 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ
だいどうさんぎょうか
いはつ

大同産業開発㈱ 紋別郡遠軽町白滝１４９番地１ 01584-8-2101 本社電話に同じ H22.12.10 H27.12.9 00100123940 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

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 本社電話に同じ H23.5.7 H28.5.6 00110076374 燃,汚,油,ア,紙,木,繊,プ,金,陶 有り

オホ たかださんぎょう ㈲タカダ産業 北見市留辺蘂町滝の湯４０番地２ 0157-45-2963 本社電話に同じ H25.12.10 H30.12.9 00100145395 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ たかだめんてなんす ㈱高田メンテナンス 網走市字呼人４１８番地 0152-48-2035 本社電話に同じ H24.5.30 H29.5.29 00100047255 燃,汚,紙,木,残,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が

オホ たかとーこうぎょう ㈱タカトー工業 北見市柏木３８９番地 0157-57-3618 本社電話に同じ H27.5.22 H32.5.21 00100183329 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ たかはし ㈱たかはし 網走市字二見ヶ岡２４番地の１ 0152-47-2141 本社電話に同じ H26.5.30 H31.5.29 00100018738 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ たかはしけんせつ ㈲高橋建設 網走市駒場北４丁目６番２号 0152-44-8801 本社電話に同じ H24.1.16 H29.1.15 00100163976 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ たかはしただし 髙橋　匡志 紋別郡遠軽町南町３丁目６６番地３１ 0158-42-8944 本社電話に同じ H26.11.26 H31.11.25 00110151996 プ,金,陶 有り

オホ たかはしどけん 髙橋土建㈱ 常呂郡佐呂間町字宮前町７４番地 01587-2-3306 本社電話に同じ H25.9.3 H30.8.31 00100055632 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ たかまるひろみ 高丸　広美 北見市若葉６丁目１番２－４３号 0157-36-8771 本社電話に同じ H23.7.1 H28.4.4 00100126801 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

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 01582-9-2219 本社電話に同じ H26.12.7 H31.12.6 00100026061 燃,木,プ,ゴ,金,陶,が

オホ たけだかこうえん ㈲武田花光園 北見市小泉８５８番地の２ 0157-25-9257 本社電話に同じ H24.5.15 H29.5.14 00100124607 プ,紙,木,金,陶,が

オホ
たけだつどぼくこう
ぎょう

㈲竹達土木工業 網走市向陽ヶ丘５丁目１４番２０号 0152-44-1469 022-797-2362 H25.6.13 H30.6.12 00100172344 プ,木,が

オホ たつみこうぎょう 辰三興業㈱ 斜里郡斜里町字豊倉６７番地 01522-3-5600 本社電話に同じ H26.6.8 H31.6.7 00100019718
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
鉱,糞,体,ば

収集運搬業（20150331）



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 積替保管

オホ たなか ㈱タナカ 網走市潮見２丁目１５番１号 0152-44-4353 本社電話に同じ H24.8.11 H29.8.10 00100134431 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ たにぐちでんこう 谷口電工㈱ 北見市留辺蘂町旭公園１０４番地１ 0157-42-3851 本社電話に同じ H24.2.3 H29.1.24 00100133001 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ ちいろさんぎょう ㈲千色産業 北見市東相内町５０１番地の１ 0157-36-4972 本社電話に同じ H23.10.22 H28.10.21 00100080527
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,糞,体,プ,ゴ,
金,陶,が

オホ ちゃきけんせつ 茶木建設㈱
紋別郡遠軽町１条通南１丁目８番地の１
３

01584-2-4171 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00100072416 汚

オホ ちゅうおうせいさくしょ ㈱中央製作所 紋別市南が丘町８丁目６番地１ 0158-24-2451 本社電話に同じ H25.12.9 H30.12.8 00100108105 紙,木,繊,残,プ,金,陶,が

オホ つべつとっらく 津別トラック㈱ 網走郡津別町字達美２５１番地４ 01527-6-112301527-6-1123 0157-36-2718H22.5.20 H27.4.13 00100068907 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ てらなかけんせつ 寺中建設㈱ 網走市潮見２丁目８番２４号 0152-44-2249 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.30 00100135372 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ でんけん ㈱電建 北見市常盤町６丁目２番２６号 0157-24-8395 本社電話に同じ H23.12.28 H28.12.27 00100132294 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ どうかん ㈲道環 網走市字呼人１７４番地８ 0152-48-2699 本社電話に同じ H24.12.21 H29.12.20 00110048497
燃,汚,油,酸,ア,プ,木,紙,繊,残,金,陶,
が,ば

有り

オホ
とうきょうぱわーてくの
ろじー

東京パワーテクノロジー㈱ 東京都江東区豊洲５丁目５番１３号 03-6372-7000 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100000999 汚(廃乾電池に限る),プ,金,陶

オホ とうしん ㈱東伸 北見市柏木４番地２３ 0157-36-9011 本社電話に同じ H23.9.30 H28.9.29 00100042764 汚,紙,木,繊,ば,プ,ゴ,金,陶,が

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 H25.8.5 H30.8.4 00100005324 燃,汚,紙,木,繊,残,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が

オホ どうとうこうぎょう 道東工業㈱ 北見市卸町１丁目６番地１ 0157-57-3451 本社電話に同じ H22.7.24 H27.7.23 00100071352 燃,汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ
どうとうちほうかんきょ
うせいびこうはつ

道東地方環境整備興発㈱ 網走市新町３丁目１４６番地３ 0152-44-6393 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.14 00100005234
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,糞,ば

オホ
とうほくどぼくこうぎょ
う

東北土木興業㈱ 紋別郡遠軽町丸瀬布西町１２５番地 0158-47-2548 本社電話に同じ H24.8.28 H29.7.18 00100047770 プ,木,ゴ,金,陶,が

オホ とうわうんゆ 東和運輸㈱ 北見市末広町１７０番地３ 0157-24-3207 本社電話に同じ H22.4.23 H27.4.3 00110068740 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

オホ どうわけんせつ ㈱道和建設 網走郡美幌町字美禽１６番地 0152-73-2128 本社電話に同じ H23.11.29 H28.11.28 00100163070 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ とーえーさんぎょう ㈲富栄産業 網走市字潮見２０４番地の５ 0152-44-3748 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100086191 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

オホ ときえだこうぎょう ㈱時枝工業 北見市大正１３８番１８ 0157-36-4030 本社電話に同じ H25.9.2 H30.9.1 00100173594 プ,紙,木,金,陶,が

オホ
ところせいそうせん
たー

㈲常呂清掃センター 北見市常呂町字土佐２番地１３ 0152-54-3019 本社電話に同じ H25.2.6 H30.1.23 00110139892 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,陶,が 有り

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 0152-54-23800152-54-2380 0157-36-3903H26.11.11 H31.11.9 00100025470
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が,糞,体
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オホ とみたつうしょう ㈱富田通商 北見市東相内町５４番地１ 0157-36-8100 本社電話に同じ H23.2.25 H28.2.20 00100074880
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

オホ とみたぶつりゅう ㈱富田物流 北見市東相内町５４番地１ 0157-36-8100 本社電話に同じ H26.8.27 H31.8.5 00110113233 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体 有り

オホ ないとうぐみ ㈱内藤組 網走市北８条西２丁目８番地 0152-43-1854 本社電話に同じ H24.8.28 H29.7.3 00100085929 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ なかじま ㈱ナカジマ 網走市字藻琴２３１番地１ 0152-61-5880 本社電話に同じ H22.4.21 H27.4.20 00100045005 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ なかたけんき ㈱中田建機 斜里郡斜里町字豊倉６７番地 01522-3-3320 本社電話に同じ H23.8.22 H28.8.21 00100129916
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

オホ ながの ㈱ながの 紋別郡雄武町字雄武２１９番地 0158-84-4133 本社電話に同じ H25.3.21 H30.3.20 00100141540 燃,汚,プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ なかむらこうむてん ㈱中村工務店 北見市栄町２丁目３番地４ 0157-24-1359 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.4 00100106174 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ ながやけんせつ ㈲長屋建設 北見市中央三輪８丁目６番地１１ 0157-36-5683 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.26 00100155009 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ なつみけんせつ ㈱夏見建設 網走市南７条東２丁目８番地 0152-43-4585 本社電話に同じ H25.12.25 H30.12.24 00100146372 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ なべしまこうぎょう ナベシマ工業㈱ 北見市錦町６１０番地の１９ 0157-61-7557 本社電話に同じ H22.10.4 H27.10.3 00100122221 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ にいくにこうぎょう ㈱新国工業 紋別郡遠軽町生田原安国２１１番地１ 0158-46-2192 本社電話に同じ H25.12.9 H30.11.18 00100145938 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ にっしょううんゆ 日昇運輸㈱ 北見市留辺蘂町字旭１区２３９番地７ 0157-42-28850157-42-2885 01586-2-3281H25.1.11 H29.12.25 00100101271 紙,木,繊,残,体,プ,金,陶,が,固

オホ にっしんけんせつ ㈱日伸建設 北見市末広町１６３番地 0157-24-7466 本社電話に同じ H25.1.29 H30.1.28 00100170518 プ,紙,木,金,陶,が

オホ にっとうけんせつ 日東建設㈱ 紋別郡雄武町字雄武１３４４番地の５ 0158-84-2715 本社電話に同じ H22.10.13 H27.10.12 00100121129 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,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 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00100112305 ア,プ,残,固,体

オホ にほんつううん 日本通運㈱ 東京都港区東新橋一丁目９番３号 03-6251-1111 011-738-0032 H25.12.13 H30.9.13 00110001001
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,⑬,プ,ゴ,金,陶,が

有り

オホ ねつがく ㈱熱学 北見市豊地２６番地２１ 0157-36-3745 本社電話に同じ H26.9.27 H31.9.26 00100179606 プ,紙,木,繊,,ゴ,金,陶

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２丁目１番３
号

03-5695-2530 0157-45-2911 H25.8.8 H32.8.4 00100004746
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,ば,
⑬,プ,ゴ,金,陶,が

オホ はがほういち 羽賀　報一 北見市相内町３９番地１４ 0157-35-3515 本社電話に同じ H23.2.8 H28.2.7 00110037239 プ,ゴ,金,陶 有り

オホ はしづめのぶお 橋爪　信男 北見市柏陽町５５７番地１０ 0157-61-6840 本社電話に同じ H27.2.27 H32.1.23 00110066925 プ,金,陶 有り

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 01584-5-2878 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.30 00110048325 燃,汚,油,紙,木,繊,残,糞,プ,ゴ,金,陶,が 有り
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オホ はっとりこうぎょう ㈱服部工業 紋別郡興部町字興部８５１番地の１ 0158-82-2405 本社電話に同じ H23.11.12 H28.11.8 00100131181 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,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 01522-3-3654 本社電話に同じ H25.7.12 H30.7.5 00100005235 汚,プ,紙,木,残,金,が

オホ
はんどるしれとこく
りーんさーびす

ハンドル知床クリーンサービ
ス㈲

斜里郡斜里町字豊倉４７番地１５ 01522-3-2200 本社電話に同じ H27.5.2 H32.4.28 00100118247 汚,プ,紙,木,残,金,が

オホ ひがしもりしょううん ㈱東森商運 北見市光葉町２７番地３ 0157-24-2805 本社電話に同じ H22.4.21 H27.4.20 00100118007
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

オホ ひさじま ㈱ヒサジマ 常呂郡訓子府町東幸町４６８番地 0157-47-3236 本社電話に同じ H27.3.9 H32.3.8 00110153344
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,
が,ば

有り

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 01527-3-5333 本社電話に同じ H26.5.30 H31.5.22 00100016408
燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体,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 01527-3-53880152-73-5388 0152-73-6767H26.8.26 H31.8.11 00110021626 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば 有り

オホ ひらのけんせつ ㈲平野建設 斜里郡斜里町字以久科北１１１番地 0152-23-3753 本社電話に同じ H25.10.10 H30.10.9 00100056308 プ,木,ゴ,金,陶,が

オホ びるますたー ㈱ビルマスター 紋別市落石町１丁目６番２１号 01582-3-5679 本社電話に同じ H26.3.19 H31.3.18 00100110021 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,ば

オホ ふじきょうこうぎょう ㈱藤共工業 紋別郡興部町字興部１９３番地の１ 0158-82-2105 本社電話に同じ H26.4.28 H31.4.27 00100017795 プ,木,金,陶,が

オホ ふじこうぎょう 藤工業㈱ 網走郡美幌町字仲町２丁目７０番地１ 0152-73-2502 本社電話に同じ H22.6.22 H27.6.21 00100155032 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ ふじとみさんぎょう ㈲藤富産業 紋別郡湧別町字東１１２８番地 01586-5-3344 本社電話に同じ H23.2.10 H27.12.20 00100024663 残,体

オホ ふようけんせつ 芙蓉建設㈱ 網走郡美幌町字東２条北１丁目１２番地 0152-73-4314 本社電話に同じ H26.8.26 H31.8.25 00100148604 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ ほくえー ㈱ホクエー 北見市無加川町４０１番地 0157-61-3375 本社電話に同じ H24.7.17 H29.7.16 00100097586 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ ほくかい ㈱ホクカイ 北見市美山町東２丁目６８番地５６ 0157-26-6511 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00110005312 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が 有り

オホ
ほくしょうけんせつこう
ぎょう

㈲北翔建設工業 北見市小泉４１３番地９８ 0157-67-6430 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100139891 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ ほくしん ㈱北進 斜里郡斜里町字中斜里２２番地 01522-3-1770 本社電話に同じ H26.11.4 H31.11.3 00100065374 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば

オホ ほくしんじゃり 北新砂利㈱ 北見市北進町７丁目５番２０号 0157-24-5426 本社電話に同じ H25.8.28 H30.8.4 00100005319 汚,プ,木,金,陶,鉱,が,ば

オホ
ほくとうかいはつこう
ぎょう

北東開発工業㈱ 紋別市渚滑町９丁目１８番地 01582-3-5275 本社電話に同じ H23.9.5 H28.8.30 00100041481 燃,汚,油,酸,紙,木,プ,繊,残,金,陶,が

オホ ほくとこうぎょう ㈲北登工業 網走郡大空町女満別東陽２丁目６番１号 0152-74-3345 本社電話に同じ H25.4.5 H30.4.4 00100171446 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

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 H26.5.31 H31.5.30 00110018076
燃,汚,油,酸,ア,プ,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が,ば,⑬

有り
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オホ ほくめいでんぎょう 北明電業㈱ 紋別郡遠軽町丸瀬布東町２４７番地９ 0158-47-2446 本社電話に同じ H24.1.26 H29.1.25 00100164123 プ,木,金,陶

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 H25.8.5 H30.8.4 00100005310 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

オホ ほっかいでんけん 北海電建㈱ 紋別郡遠軽町岩見通北１丁目１番地の２ 01584-2-3158 本社電話に同じ H23.11.25 H28.11.24 00100076373 プ,金,陶,が 有り

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５－３ 0152-47-2421 本社電話に同じ H24.7.16 H29.7.15 00110048957 油,体 有り

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 00100142263 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ
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番地１
１

011-241-1692 本社電話に同じ H26.4.6 H31.4.5 00100013711 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

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 H26.5.7 H30.8.25 00100005318 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ ほっきゅううんゆ 北九運輸㈱ 北見市留辺蘂町旭東９番地の１０ 0157-42-3329 本社電話に同じ H22.6.18 H27.6.8 00100070396 プ,紙,ゴ,金,陶,が

オホ ほっこううんゆ 北晃運輸㈱ 北見市東相内町３２７番地２６ 0157-36-6134 本社電話に同じ H26.5.30 H31.5.18 00100018125
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

オホ ほっこうこうさん ㈲北光興産 網走郡美幌町字報徳６７番地１５ 01527-3-2134 本社電話に同じ H26.8.7 H31.6.24 00110062224 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

オホ
ほっこうしゃりょうかい
たい

㈱北光車輌解体 北見市花園町６１３番地 0157-24-7117 本社電話に同じ H24.3.30 H28.11.29 00110131509 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

オホ
ほっぽうけんせつさん
ぎょう

北方建設産業㈱ 紋別市元紋別６番地の１ 0158-23-3654 本社電話に同じ H27.4.23 H32.4.22 00100118010 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ まさるこうぎょう ㈲勝工業 北見市朝日町２９番地１１５ 0157-25-7861 本社電話に同じ H25.10.16 H30.10.15 00100106972 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ まつもとどうろ 松本道路㈱ 北見市高栄東町１丁目１１番４３号 0157-26-32550157-26-3255 0158-46-2280H24.6.8 H29.5.29 00100085124 汚,木,プ,金,陶,が

オホ まぶちさんぎょう ㈲馬渕産業 網走郡津別町字豊永５４番地の１６ 01527-6-2283 本社電話に同じ H24.4.25 H29.4.23 00100047296 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

オホ
まるきたほっこううん
ゆ

丸北北興運輸㈱
斜里郡小清水町字小清水８１７番地の４
０

0152-62-3813 本社電話に同じ H26.12.3 H31.12.2 00100065375 汚,酸,ア,プ,残,固,陶,体

オホ まるしちたかはしぐみ ㈱丸七高橋組 斜里郡斜里町光陽町１６番地８ 0152-23-2441 本社電話に同じ H26.10.31 H31.10.30 00100151766 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

オホ まるしょううんゆ 丸正運輸㈱ 常呂郡佐呂間町字浜佐呂間４１３番地２ 01587-6-2131 本社電話に同じ H24.6.27 H29.6.26 00100046580 汚,木,残,糞,プ,金,陶,が

オホ まるせっぷせいそう ㈲丸瀬布清掃 紋別郡遠軽町丸瀬布西町６番地 01584-7-2508 本社電話に同じ H22.4.21 H27.4.20 00100118008 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ まるだい ㈱丸大 紋別郡遠軽町東町４丁目８番地３ 0158-42-2210 本社電話に同じ H23.8.10 H28.8.9 00100042089 木,プ,金,が

オホ
まるひでどうわこう
ぎょう

㈱丸秀道和興業 網走市駒場北６丁目１番９号 0152-44-3443 本社電話に同じ H24.10.10 H29.10.9 00100168526 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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オホ まるみうんゆ 丸美運輸㈱ 網走郡美幌町字青山南１０番地の３ 0152-73-3576 本社電話に同じ H23.4.23 H28.4.22 00110038863
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体

有り

オホ まるもりいとううんゆ マルモリ伊藤運輸㈱ 北見市とん田東町５７９番地の４ 0157-25-2605 本社電話に同じ H23.11.7 H28.8.26 00100078957 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ まるわけんせつ ㈱円輪建設 北見市豊地６９番地２６ 0157-36-1551 本社電話に同じ H24.12.19 H29.12.18 00100139890 陶,が,木

オホ みかみけんせつ ㈲三上建設 旭川市永山７条１１丁目２番１２号 0166-47-51820166-47-5182 01522-5-3570H23.12.13 H28.11.20 00100081421 紙,木,糞,プ,ゴ,金,陶,が

オホ みかみさんぎょう ㈲三上産業 網走市字二見ヶ岡２２９番地 0152-47-2468 本社電話に同じ H25.6.21 H30.6.18 00100104649 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ みさきこうぎょう ㈱美咲興業 斜里郡斜里町字豊倉４１番地 01522-3-5225 本社電話に同じ H26.2.17 H31.2.16 00100014664 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

オホ みさきさんぎょう 三崎産業㈱ 網走市潮見１５６番地１ 0152-44-7281 本社電話に同じ H26.4.11 H31.4.10 00100016916 プ,紙,木,繊,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 H27.5.26 H32.5.25 00100030644 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

オホ みながわこうぎょう ㈲皆川興業 北見市留辺蘂町宮下町９９番地１０ 0157-42-2273 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.26 00110032470 汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が 有り

オホ みなときかいてん ㈱湊機械店 紋別郡上湧別町字中湧別１１０番地の７ 01586-2-3132 本社電話に同じ H23.10.28 H28.10.13 00100130383 プ,木,ゴ,金,陶

オホ みやまりくそう ㈲美山陸送 北見市美山町４９番地の９３ 0157-24-7620 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100005322
燃,汚,油,ア,紙,木,鉱,糞,体,ば,⑬,プ,ゴ,
金,陶,が

オホ みらいでんこう ㈲未来電工 常呂郡佐呂間町字西富１１３番地７ 0158-5-3030 本社電話に同じ H24.4.26 H29.4.25 00100166007 プ,木,金,陶,が

オホ むかいけんせつ ㈱向井建設 北見市端野町三区４６４番地２ 0157-56-2029 本社電話に同じ H27.2.25 H32.2.24 00100028363 汚,紙,木,糞,プ,金,陶,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 H26.5.26 H31.5.25 00100018448
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞

オホ むらたとりょうてん ㈱村田塗料店 北見市東相内町１６番地１ 0157-24-8731 本社電話に同じ H22.8.31 H27.8.11 00110071273
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,鉱,プ,ゴ,金,陶,
が

有り

オホ もりけんせつ ㈲森建設 北見市大正５９番地の７３ 0157-36-1171 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.10 00100111772 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ もりしょうかい ㈲森商会 網走郡美幌町字報徳１４８番地の３ 0152-72-3546 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.30 00100150688 プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ もりすいさん ㈲森水産 紋別市南が丘町５丁目３番２１号 01582-3-3669 本社電話に同じ H25.4.8 H30.4.7 00100053298 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶

オホ もりどぼく ㈲森土木 北見市西富町２丁目１番２６号 0157-24-9388 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.10 00100111771 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ もりやけんせつ ㈱森谷建設 北見市端野町二区１６番地 0157-56-2534 本社電話に同じ H25.3.20 H30.3.19 00100053098 汚,木,プ,金,が

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 0152-43-3802 本社電話に同じ H23.9.29 H28.6.18 00110077598 プ,紙,金,陶 有り
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オホ
もんべつさいせきほど
う

㈱紋別砕石舗道 紋別市上渚滑町下渚滑３３１番地 0158-23-9592 本社電話に同じ H25.8.23 H30.8.5 00100105390 燃,汚,木,糞,プ,金,陶,が

オホ もんまけんせつ ㈲門間建設 斜里郡斜里町字豊倉７５番地 0152-23-3301 本社電話に同じ H25.8.1 H30.7.5 00100005231 プ,木,ゴ,金,陶,が

オホ やなぎはらけんせつ ㈱柳原建設 紋別郡興部町字沙留４５２番地の２ 0158-83-2226 本社電話に同じ H26.7.16 H31.7.8 00100042528 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ やのじゅうきけんせつ ㈱矢野重機建設 斜里郡小清水町字小清水８０９番地１６ 0152-62-3667 本社電話に同じ H22.7.21 H27.7.20 00100155653 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ
やまかわおいかわた
いやーらじえーたーこ
うぎょうしょ

㈲ヤマカワ及川タイヤー・ラ
ジエーター工業所

紋別市南が丘町７丁目４８番地の２ 0158-23-2667 本社電話に同じ H23.10.26 H28.10.25 00110162367 プ,ゴ,金 有り

オホ やまだ ㈱ヤマダ 北見市北進町３丁目１４番２１号 0157-36-00030157-24-5115 0157-36-0003H23.11.10 H28.8.28 00110042292
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,ば,プ,ゴ,金,
陶,が,固

有り

オホ やまださんぎょう ㈱山田産業 常呂郡訓子府町字穂波１１０番地６ 0157-47-2818 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.8 00100018449 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

オホ やまだでんき ㈲山田電気
網走群大空町女満別西６条３丁目２番６
号

0152-74-3830 本社電話に同じ H27.4.30 H32.4.29 00100183073 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ やまとやこうぎょう 大和谷工業㈱ 北見市豊地１２番地１４ 0157-36-5666 本社電話に同じ H24.5.17 H29.4.29 00100084545 汚,油,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ やまね ㈱やまね 北見市無加川町４０９番地１３ 0157-61-7878 本社電話に同じ H26.8.2 H31.8.1 00100063058 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

オホ やまもとでんこう 山本電工㈱ 紋別市渚滑町元新４丁目１８２番地の１ 0158-23-6551 本社電話に同じ H23.12.16 H28.12.15 00100132394 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

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 H26.6.17 H31.6.16 00100019002 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体

オホ ゆうべつうんゆ ㈱湧別運輸 紋別郡湧別町北兵村１区２７８番地 01586-2-2043 本社電話に同じ H23.4.5 H28.4.4 00100038864 燃,木,ば,プ,金,陶,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 H26.10.20 H31.10.19 00110024664 汚,酸,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,糞 有り

オホ よしいけんせつ 吉井建設㈱ 網走郡大空町女満別東陽３丁目３番８号 0152-74-2185 本社電話に同じ H25.7.16 H30.7.15 00100004434 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ よしおかしょうじ ㈱吉岡商事 斜里郡斜里町字朱円東３３番地４ 0152-23-3773 本社電話に同じ H25.3.19 H30.3.18 00100170973
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,ば

オホ よしおかやすき 吉岡　泰樹 斜里郡斜里町字朱円東２７番地 090-3394-3568 本社電話に同じ H23.2.24 H28.2.23 00100158725
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,ば

オホ よしけん ㈱よしけん 北見市留辺蘂町旭東９番地６３ 0157-42-5805 本社電話に同じ H22.11.20 H27.11.19 00110157484 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

オホ よねやまさんぎょう ヨネヤマ産業㈲ 北見市常呂町字岐阜５４４番地５ 0152-54-3696 本社電話に同じ H23.2.20 H28.2.19 00100074979 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,体

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 H24.9.20 H29.9.19 00100167503
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば,⑬

オホ りよーせき ㈲リヨーセキ 北見市常呂町字常呂３２５番地 0152-54-2071 本社電話に同じ H25.8.21 H30.7.7 00100005233 汚,油
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オホ りよーゆうせきゆ ㈱リヨーユウ石油 北見市東三輪３丁目１８番地 0157-23-2235 本社電話に同じ H26.3.13 H31.3.12 00110005321 油 有り

オホ りょくかさんぎょう ㈱緑化産業 北見市緑ヶ丘2丁目7番22号 0157-33-5539 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.18 00100165950 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ りょくしん ㈱緑進 北見市高栄町９丁目１番１８号 0157-61-0195 本社電話に同じ H23.6.28 H28.6.13 00100077143 プ,紙,木,繊,金,ゴ,陶,が,ば

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 H25.11.15 H30.11.14 00100174733 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

オホ わだけんせつ ㈱和田建設 北見市北進町７丁目１５番７号 0157-22-3222 本社電話に同じ H24.7.3 H29.5.28 00100085123 紙,木,繊,プ,金,陶,が

オホ わたなべこうぎょう ㈱渡辺興業 紋別郡湧別町中湧別南町９２９番地の１ 01586-2-2181 本社電話に同じ H27.4.17 H32.4.16 00100182978 汚,陶
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