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上川
あーすけんせつこう
ぎょう

㈱アース建設工業 富良野市緑町８番１６号 0167-22-3712 本社電話に同じ H25.8.23 H30.8.22 00100173474
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば

上川 あーとくりーん アートクリーン㈲ 富良野市上五区 0167-23-1221 本社電話に同じ H26.7.7 H31.7.6 00100112125
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

上川
あーるいーぷろじぇく
と

㈱Ｒｅ－Ｐｒｏｊｅｃｔ 旭川市春光７条７丁目９番３０号 0166-52-8823 本社電話に同じ H24.2.29 H29.2.28 00100164980 プ,ゴ,金,陶

上川 あいえいしーしょうじ ㈲アイエイシー商事 旭川市末広８条９丁目５２９１番地の２３ 0166-54-5568 本社電話に同じ H25.1.12 H30.1.11 00100001506 燃,汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が

上川 あいえすてぃじゃぱん ㈲アイ・エス・ティ・ジャパン 旭川市神楽４条１０丁目６番３号 0166-61-4446 本社電話に同じ H26.8.15 H31.8.14 00100150557 燃,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

上川 あいてっく ㈱アイテック 旭川市東鷹栖１線１１号１７７９番地 0166-58-7666 本社電話に同じ H24.2.15 H29.2.14 00100079252 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば,⑬

上川
あいべつじどうしゃう
んゆ

愛別自動車運輸㈱ 上川郡愛別町字南町４７１番地の１ 01658-6-5631 本社電話に同じ H23.4.19 H28.4.18 00100039328 汚,油,プ,木,金,陶,が,糞

上川 あおいうんゆ ㈲葵運輸 上川郡当麻町５条東３丁目９番３号 0166-58-8877 本社電話に同じ H22.7.10 H27.7.9 00100070946
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

上川 あかしぐみ ㈱明石組 名寄市西５条南７丁目１８番地 01654-2-3312 本社電話に同じ H25.12.10 H30.11.27 00100146158 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 あきつどうろ 秋津道路㈱ 札幌市豊平区中の島１条２丁目２番４号 011-831-7258 本社電話に同じ H25.7.10 H30.7.9 00100047763 汚,油,ア,プ,陶,が

上川 あぐりぷらん ㈲アグリプラン 富良野市朝日町３番１号 0167-22-3462 本社電話に同じ H23.5.31 H28.5.30 00100160361 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 あさひうんゆ ㈱朝日運輸 旭川市８条通１９丁目左５号 0166-33-7242 本社電話に同じ H25.7.22 H30.7.21 00100004868 燃,汚,木,残,陶,が

上川
あさひかわいっぱん
はいきぶつしょりしゃ

㈱旭川一般廃棄物処理社 旭川市永山２条３丁目２番１８号 0166-47-5310 本社電話に同じ H25.7.22 H30.7.21 00100004428
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

上川 あさひかわうんそう 旭川運送㈱ 旭川市流通団地４条５丁目３１番地１ 0166-48-5848 本社電話に同じ H23.5.11 H28.5.10 00100126855
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
⑬

上川 あさひかわがす 旭川ガス管工事㈱ 旭川市宮前１条５丁目３５５６番地２ 0166-31-9620 01654-2-5301 H26.6.21 H31.6.20 00100019219 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川
あさひかわこがたうん
ゆ

旭川小型運輸㈱ 旭川市永山２条３丁目２番１８号 0166-48-3261 本社電話に同じ H25.7.16 H30.7.15 00100004429
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

上川
あさひかわせいそう
しゃ

㈱旭川清掃社 旭川市永山北３条８丁目１番地の１２ 0166-47-2263 本社電話に同じ H27.2.19 H32.2.18 00100027004
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 あさひかわつううん 旭川通運㈱ 旭川市永山北２条８丁目１４番地１ 0166-40-1515 本社電話に同じ H25.8.7 H30.7.21 00100005240
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

上川
あさひかわでんこうう
んゆ

旭川電工運輸㈲ 旭川市東光２条７丁目５番１９号 0166-31-9274 本社電話に同じ H25.8.8 H30.8.7 00100173326 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
あさひかわでんりょく
せつびこうぎょう

旭川電力設備工業㈱ 旭川市台場１条６丁目５番９号 0166-61-1545 本社電話に同じ H25.3.13 H30.3.12 00100169762 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 優
あさひかわにっこーた
いや

㈲旭川ニッコータイヤ 旭川市忠和６条３丁目２番８号 0166-63-2709 本社電話に同じ H20.11.26 H27.11.25 00100010516 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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上川
あさひかわにやくゆそ
う

㈲旭川荷役輸送 旭川市東鷹栖４線１０号６番地２ 0166-58-7101 本社電話に同じ H22.4.1 H27.3.31 00100154074 プ,木

上川 あさひこうぎょう 朝日工業㈱ 旭川市８条通１９丁目左５号 0166-31-5551 本社電話に同じ H25.7.22 H30.7.21 00100004846 燃,汚,木,残,陶,が

上川 あっぷ ㈲アップ 旭川市神居５条１３丁目２番２０号 0166-63-0005 本社電話に同じ H22.6.17 H27.6.16 00100154874
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

上川 あらい ㈱荒井 旭川市春光５条８丁目７番１０号 0166-51-7111 0166-57-2329 H26.6.23 H31.6.22 00100020191 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 あらいけんせつ 荒井建設㈱ 旭川市４条西２丁目２番２号 0166-22-0121 本社電話に同じ H25.12.12 H30.12.11 00100175196 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 あらたこうぎょう ㈱アラタ工業 空知郡上富良野町北町２丁目 0167-45-3334 本社電話に同じ H24.3.30 H29.3.29 00100133856
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

上川
あんびえんてまるだ
い

㈱アンビエンテ丸大 旭川市神居町共栄４９３番地１ 0166-63-1511 本社電話に同じ H26.9.10 H31.9.9 00100006077
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 いーあいてっく イー･アイ･テック㈱ 旭川市２条通１８丁目８６６番地２ 0166-39-2868 本社電話に同じ H26.11.14 H31.11.13 00100180505 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 いいじまぐみ ㈱飯島組 旭川市３条通４丁目右４号 0166-22-3875 本社電話に同じ H25.10.3 H30.10.2 00100174052 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 いえろーあんつ ㈲イエローアンツ 旭川市永山１０条９丁目１番１６号 0166-40-3822 本社電話に同じ H24.7.18 H29.7.17 00100097590 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 いがらしうんゆ 五十嵐運輸㈱ 名寄市字徳田２４０番地４ 01654-3-6127 本社電話に同じ H25.9.8 H30.9.7 00100007316 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

上川 いがらしぐみ ㈱五十嵐組 名寄市西５条北１１丁目５８番地２３ 01654-2-4577 本社電話に同じ H24.9.13 H29.9.12 00100098317 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 いけだせいき ㈲池田製機 旭川市永山６条１丁目１番２０号 0166-47-2918 本社電話に同じ H22.8.27 H27.8.26 00100120742 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
いけのけんきこうぎょ
う

㈱池野建機工業 旭川市東光２条９丁目２番３号 0166-36-1607 本社電話に同じ H24.6.13 H29.6.12 00100047628 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

上川
いしだかねまつはっこ
うけんせつ

㈱石田兼松八興建設 旭川市本町２丁目４３７番地１１９ 0166-51-3211 本社電話に同じ H25.10.8 H30.10.7 00100009488 汚,油,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が

上川 いしべきんぞく 石部金属㈱ 旭川市東鷹栖東１条１丁目 0166-57-2911 本社電話に同じ H26.3.17 H31.3.16 00100014663
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

上川
いしもちけんせつこう
ぎょう

石持建設工業㈲ 旭川市神居５条１９丁目４４番地 0166-61-2110 本社電話に同じ H25.4.14 H30.4.13 00100053616 汚,プ,木,金,陶,が

上川 いしもりでんきこうじ 石森電気工事㈱ 旭川市北門町１３丁目２２０６番地１５５ 0166-51-2472 本社電話に同じ H24.8.22 H29.8.21 00100167847 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 いちい ㈲イチイ 旭川市東光２条７丁目４番１４号 0166-31-5293 本社電話に同じ H26.4.3 H31.4.2 00100110869 プ,紙,木,繊,金,ゴ,陶,が

上川 いちけん ㈱壱建 旭川市神楽岡７条６丁目５番４号 0166-65-9394 本社電話に同じ H23.6.8 H28.6.7 00100160456 プ,木,金,陶,が

上川 いとうきかいしょうじ ㈲イトウ機械商事 旭川市神楽岡１１条８丁目２番３号 0166-65-2666 本社電話に同じ H24.5.10 H29.5.9 00100084497 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶
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上川 いはら ㈱イハラ 旭川市東旭川町上兵村５３０番地 0166-36-2063 本社電話に同じ H26.12.15 H31.12.14 00100115380 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 いわもりさんぎょう ㈲岩守産業 名寄市字徳田２４８番地１８ 01654-2-5607 本社電話に同じ H23.4.23 H28.4.22 00100020656
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞

上川 うえだうんゆ ㈱上田運輸 旭川市永山４条２丁目７０番１３ 0166-47-2838 本社電話に同じ H26.6.23 H31.6.22 00100019951 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 うえだぎけん ㈲上田技建 上川郡東神楽町東１線６号３９番地 0166-83-4711 本社電話に同じ H26.8.31 H31.8.30 00100061045 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

上川 うじいえせいそう ㈲氏家清掃 旭川市東旭川北３条５丁目５番５号 0166-36-1871 本社電話に同じ H24.8.22 H29.8.20 00100049745 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 うばくべつうんゆ ㈲宇莫別運輸
上川郡美瑛町字下宇莫別第三７８６番地
５

0166-92-5554 本社電話に同じ H23.9.22 H28.9.21 00100130382 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

上川 えいしんしょううん 永進商運㈱ 旭川市永山１２条２丁目３番３号 0166-76-5090 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100170139 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,ば

上川 えいちえーつうしん ㈱ＨＡ通信 上川郡東川町西８号北４９番地 0166-82-3837 本社電話に同じ H24.2.18 H29.2.17 00100164896 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 えいゆう ㈲栄雄 中川郡美深町字北町１４番地 01656-2-1334 本社電話に同じ H27.1.14 H32.1.13 00100181608
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

上川 えいわこうぎょう ㈲永和工業 旭川市永山８条１１丁目３番１９号 0166-47-1470 本社電話に同じ H24.6.21 H29.6.20 00100085563 汚,プ,木,金,陶,が

上川 えーけいぎこう エーケイ技工㈱ 旭川市神居６条６丁目２番１６号 0166-63-3001 本社電話に同じ H24.5.17 H29.5.16 00100135546
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

上川 えこびじねす ＥＣＯビジネス㈱ 旭川市神居２条１９丁目７９番地１０６ 0166-73-7470 本社電話に同じ H24.3.16 H29.3.15 00100134136 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 えすえすくりーん ㈲エスエス・クリーン 旭川市１１条通２２丁目１番地２４ 0166-35-0013 本社電話に同じ H26.9.17 H31.9.16 00100179492 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

上川 えすぷらん ㈱Ｓ－ｐｌａｎ 富良野市西麻町２番２４号 0167-22-4140 本社電話に同じ H25.3.22 H30.3.21 00100171191 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
えたんべつさんぎょう
かいはつ

江丹別産業開発㈱ 旭川市江丹別町中央１０３番地４ 0166-73-2036 本社電話に同じ H25.7.27 H30.7.15 00100004426 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,が

上川
えぬけいこーぽれー
しょん

㈱エヌケイコーポレーション 旭川市大町２条１２丁目６６番地１４３号 0166-46-6560 本社電話に同じ H23.10.28 H28.2.18 00100158766
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

上川
えむえすしーこうぎょ
う

㈱ＭＳＣ工業 旭川市東光１３条４丁目３６３番地８ 0166-33-6388 本社電話に同じ H26.1.9 H31.1.8 00100175670 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 えむえすまつえい ＭＳ松榮工業㈲ 旭川市台場４条１丁目１番６号 0166-61-8465 本社電話に同じ H23.3.21 H28.3.20 00100125982
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

上川 えむすけいかく ㈲エムス計画 旭川市工業団地５条３丁目１番２２号 0166-36-5440 本社電話に同じ H22.6.24 H27.6.23 00100155248 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 えるてっく エルテック㈱ 旭川市永山８条９丁目４番１４号 0166-48-5566 本社電話に同じ H22.8.4 H27.8.3 00100155840 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

上川 おうみこうぎょう ㈲近江工業 旭川市忠和２条５丁目９番２号 0166-62-4963 本社電話に同じ H26.3.25 H31.3.24 00100059965 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,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

上川 おおかわらさんぎょう ㈱大川原産業
旭川市６条通２丁目２４７１番地５　６・２ビ
ル２Ａ

0166-27-3900 本社電話に同じ H25.10.8 H30.10.7 00100048149 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 おおのぐみ ㈱大野組 名寄市西４条南９丁目１４番地 01654-2-3137 本社電話に同じ H22.7.6 H27.7.5 00100031797 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
おおのさかんこうぎょ
う

㈲大野左官工業 旭川市神居９条９丁目２番６号 0166-61-1425 本社電話に同じ H22.10.1 H27.9.30 00100034000 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

上川 おおひらとしき 大平 敏毅 上川郡東川町南町２丁目３番１３号 0166-82-5256 本社電話に同じ H23.12.14 H28.12.6 00100132305 プ,ゴ,金,陶

上川 おおむらさんぎょう ㈲大村産業 旭川市神居６条６丁目２番１２号 0166-61-7627 本社電話に同じ H25.4.14 H30.4.13 00100053413
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

上川 おがわじゅうきどぼく 小川重機土木㈲ 旭川市豊岡７条５丁目２番２８号 0166-34-1514 本社電話に同じ H24.11.15 H29.10.31 00100136379 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 おくの ㈲奥野 旭川市東旭川町共栄９６番地１ 0166-32-7554 本社電話に同じ H24.6.8 H29.5.25 00100135655 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

上川 おぐらぐみ ㈱小椋組 上川郡上川町字共進１５６番地の２１ 01658-2-1859 本社電話に同じ H26.10.25 H30.4.1 00100103183 燃,汚,油,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 おぐらけんせつ ㈲小倉建設 中川郡美深町西２条南５丁目５１番地９ 01656-2-2241 本社電話に同じ H22.11.10 H27.11.9 00100073362 プ,紙,木,金,陶,が

上川 おさ ㈲おさ 名寄市字徳田２７４番地 01654-2-5136 本社電話に同じ H25.2.14 H30.2.11 00100102023 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が

上川
おすかーかでんさー
びす

㈲オスカー家電サービス 旭川市豊岡２条５丁目３番１２号 0166-34-0684 本社電話に同じ H24.5.10 H29.5.9 00100135149 プ,紙,木,金,陶,が

上川 おだうんゆ 小田運輸㈱ 旭川市永山４条８丁目１番２０号 0166-48-9786 本社電話に同じ H24.7.12 H29.7.5 00100136314
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

上川 おだこうぎょう ㈱尾田工業 旭川市東光７条５丁目３番２１号 0166-32-5675 本社電話に同じ H24.3.15 H29.3.4 00100083354 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 おちあいこうぎょう ㈱落合工業
旭川市旭町１条１５丁目２９８５番地の１０
０

0166-51-5351 本社電話に同じ H26.10.25 H31.10.24 00100180155 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 おとこぎ ㈱男気 上川郡美瑛町幸町１丁目２番２２号 090-5078-0120 本社電話に同じ H23.12.14 H28.12.13 00100163820 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
おやまつみやもとけ
んせつ

親松宮本建設㈱ 旭川市８条通２０丁目８８番地の１０ 0166-33-3311 本社電話に同じ H25.9.28 H30.9.27 00100174053 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
かーれすきゅーすえ
ひろ

㈱カーレスキューすえひろ 旭川市末広１条９丁目１番２９号 0166-57-2114 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100167114 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 かきざきこうぎょう ㈲蠣崎工業 中川郡美深町字敷島２５０番地 01656-2-3789 本社電話に同じ H22.10.4 H27.10.3 00100122228 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 かさまけんちく 笠間建築㈱ 上川郡上川町栄町７０番地の２７ 01658-2-2030 本社電話に同じ H22.7.2 H27.7.1 00100023030 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 かせんさーびす 河川サービス㈱ 旭川市流通団地２条５丁目４７番１ 0166-47-0551 本社電話に同じ H27.2.3 H32.2.2 00100152735 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 かたのみつお 片野 光男 旭川市東光１２条７丁目３番３号 0166-32-5842 本社電話に同じ H23.9.1 H28.8.31 00100161957 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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上川 かつみうんゆ ㈲勝美運輸
旭川市東鷹栖東２条１丁目８４３番地の３
５

0166-57-0011 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100007262 燃,汚,油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

上川 かつみほどう 勝美舗道㈱ 旭川市東鷹栖東２条１丁目８４３番地３５ 0166-59-6977 本社電話に同じ H25.10.4 H30.10.3 00100106700 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 かねこけんせつ ㈱金子建設 旭川市東光１８条８丁目３番９号 0166-33-3876 本社電話に同じ H25.6.15 H30.6.14 00100172547 プ,紙,木,繊,陶,が

上川 かねまつうんゆ 兼松運輸㈱
旭川市東鷹栖東２条４丁目５０４８番地の
４

0166-57-6281 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100019949 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,鉱,が,糞

上川 かみかわこうえいしゃ ㈲上川光衛社 上川郡上川町東町１６１番地 01658-2-1614 本社電話に同じ H23.3.28 H28.3.27 00100038293
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 かみかわせいそうしゃ ㈲上川清掃社 上川郡上川町旭町６番地 01658-2-1779 本社電話に同じ H26.4.23 H31.4.22 00100016021
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 かみふせいそうしゃ ㈲上富清掃社 空知郡上富良野町中町１丁目４番４号 0167-45-4419 本社電話に同じ H25.11.16 H30.11.15 00100174799 油,プ,木

上川
かやくかいはつこう
ぎょう

㈱火薬開発工業 旭川市緑町１５丁目２８９０番地５ 0166-53-0364 本社電話に同じ H26.5.30 H31.5.29 00100149061 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 かわさきけんせつ ㈱川崎建設 旭川市曙１条６丁目２番３号 0166-25-3141 本社電話に同じ H27.4.9 H32.4.8 00100154163 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 かわばたぐみ ㈱川端組 勇払郡占冠村字中央市街地 0167-56-2823 本社電話に同じ H23.6.27 H28.6.15 00100128263 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 かわばたせつび ㈲川畑設備 旭川市南４条通２５丁目１０番７３ 0166-33-9302 本社電話に同じ H26.3.10 H31.3.9 00100012986 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 かんけんこうぎょう ㈲環研工業 旭川市旭神１条５丁目３番３号 0166-68-2290 本社電話に同じ H24.8.10 H29.8.9 00100167780 汚,油

上川 かんのこうぎょう 菅野工業㈱ 旭川市大町２条５丁目 0166-51-3391 本社電話に同じ H22.8.20 H27.8.19 00100155978 プ,紙,木,金,が,ば

上川 かんのしょうじ ㈲菅野商事 旭川市永山町９丁目１１番地２ 0166-47-7126 本社電話に同じ H26.7.1 H31.6.22 00100019220 油,ア,プ,金,陶

上川 かんり ㈱カンリ 名寄市風連町北栄町１１５番地５ 01655-3-4113 本社電話に同じ H24.12.17 H29.12.16 00100169982
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

上川 ぎこう ㈱義耕 旭川市忠和５条４丁目４番１６号 0166-33-1013 本社電話に同じ H23.12.8 H28.12.7 00100163687 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 きしこうさん ㈲キシ興産 空知郡中富良野町丘町１番３２号 0167-44-2206 本社電話に同じ H22.9.4 H27.9.3 00110116101 プ,紙,木,金,陶,が 有り

上川 きしだぐみ ㈱岸田組 旭川市９条通１８丁目右１０号 0166-33-1347 本社電話に同じ H26.12.26 H31.12.25 00100181206 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 きたいちぶつりゅう ㈱北一物流 上川郡東川町北町７丁目４番１３号 0166-82-3738 本社電話に同じ H26.7.10 H31.6.17 00100149400 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 きただんれい ㈱北ダンレイ 旭川市工業団地５条３丁目３番６号 0166-39-7371 本社電話に同じ H25.10.19 H30.10.18 00100174427 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 きたにほんじゅうりょう ㈱北日本重量 旭川市大町２条９丁目７７番地 0166-53-6925 本社電話に同じ H23.7.28 H28.7.27 00100128985 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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上川 きょうえいかいたい ㈲共栄解体 旭川市東旭川町共栄２２３番地 0166-35-6021 本社電話に同じ H24.2.1 H29.1.31 00100164597 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 きょうえいかんきょう ㈲共栄環境 旭川市永山北２条１１丁目１７番地６ 0166-73-4819 本社電話に同じ H26.7.14 H31.7.13 00100112672
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
が,体

上川 きょうえいこうぎょう 共栄興業㈱ 旭川市東３条３丁目１番３号 0166-24-0521 本社電話に同じ H25.6.21 H30.6.20 00100138491 汚,プ,金,陶,が

上川 きょうえいもーたーす ㈲共栄モータース 中川郡美深町字敷島６５番地１ 01656-2-2134 本社電話に同じ H24.12.3 H29.11.7 00110100042 油,酸,ア,プ,紙,木,ゴ,金,陶 有り

上川
きょうぎょうくみあいあ
さひかわじょうか

協業組合旭川浄化 旭川市神居町上雨紛１９３番地１ 0166-62-4758 0166-75-3551 H22.4.4 H27.4.3 00100003896
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 きょうつううんゆ ㈱共通運輸 富良野市字山部南町２番６号 0167-42-2645 本社電話に同じ H24.4.28 H29.4.27 00100047652 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 きょうどうでんせつ ㈲協同電設 上川郡鷹栖町南１条３丁目３番１号 0166-87-2151 本社電話に同じ H24.9.27 H29.9.26 00100168529 プ,紙,木,金,陶,が

上川 きょうりつけんせつ 協立建設㈱ 旭川市末広１条４丁目４番３４号 0166-54-9655 本社電話に同じ H23.7.5 H28.7.4 00100160880 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 きょくおー ㈱キョクオー 旭川市流通団地２条１丁目１５番地の１ 0166-47-1177 本社電話に同じ H24.3.13 H29.3.12 00100165349 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 きょくさんうんゆ ㈲旭産運輸 旭川市永山北２条７丁目２３番地 0166-47-5619 本社電話に同じ H22.12.17 H27.12.16 00100124083 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 きょくじつうんゆ 旭実運輸㈱
旭川市東鷹栖東１条４丁目６３７番地の４
７

0166-57-4159 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100006090 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

上川 きょくじつこうぎょう 旭実興業㈱
旭川市東鷹栖東１条４丁目６３７番地の４
７

0166-57-1090 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00100173720 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

上川 きょくしんうんゆ 旭新運輸㈱ 旭川市東鷹栖４線１０号４番地の１０ 0166-58-7171 本社電話に同じ H22.9.22 H27.9.21 00100005722
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

上川 きょくしんこうぎょう ㈲旭進工業 旭川市春光台２条３丁目９番９号 0166-53-8615 本社電話に同じ H24.11.22 H29.11.21 00100169459 プ,紙,木,金,陶,が

上川 きょくせいくりーん 旭星クリーン㈱ 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 0166-53-7171 本社電話に同じ H22.3.30 H27.3.29 00100005365
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,体

上川 きょくとうけんざい ㈲旭東建材 旭川市東７条７丁目２番１４号 0166-36-0520 本社電話に同じ H25.7.3 H30.6.25 00100104539 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

上川 きょくとうせいそう 旭東清掃㈱ 旭川市新星町１丁目１番９号 0166-25-6145 本社電話に同じ H27.4.18 H32.4.17 00100006082
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 きょくようでんき 旭陽電機㈱ 旭川市１条通１５丁目右１号 0166-26-0111 本社電話に同じ H26.8.24 H31.8.23 00100112813 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 きりやまうんゆ 桐山運輸㈱ 富良野市学田三区４７８６番２２ 0167-23-3900 本社電話に同じ H23.11.11 H28.11.10 00100041871 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 くぼじゅうきこうぎょう ㈲久保重機工業 士別市東２条７丁目２７番地 0165-23-0280 本社電話に同じ H22.9.20 H27.9.19 00100033600 燃,木,金,陶,が

上川
くりーんさーびすびふ
か

㈲クリーンサービス美深 中川郡美深町字東２条南１丁目７番地 01656-2-1501 本社電話に同じ H24.12.3 H29.11.14 00100100043 木,プ,金,陶,が
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上川 ぐりーんてっくす グリーンテックス㈱ 旭川市東鷹栖東２条２丁目 0166-57-2419 本社電話に同じ H24.8.10 H29.8.9 00100167782
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞

上川 くるまさけんせつ ㈱來正建設 旭川市東旭川南１条８丁目２番１５号 0166-36-6690 本社電話に同じ H25.3.25 H30.3.24 00100140928
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 けいゆー ㈲ケイ・ユー 旭川市東光１０条７丁目３番１９号 0166-32-3209 本社電話に同じ H26.4.10 H31.4.9 00100176995 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 けーせすさーびす ㈱ＫＳサービス 旭川市錦町２４丁目２１７５番地の１３９ 0166-54-9233 本社電話に同じ H26.10.17 H31.10.16 00100180045 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
けんせいしゃふぉれす
た

ケンセイシャフォレスタ㈱ 上川郡東神楽町１９号南４番地 0166-83-3775 本社電話に同じ H22.6.17 H27.6.16 00100155134 プ,紙,木,繊

上川 こいずみぎけん ㈱小泉技研 旭川市錦町２１丁目２１６２番地１１１ 0166-54-1786 本社電話に同じ H24.8.10 H29.8.9 00100167781 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 こいずみてっこう ㈱小泉鉄工 士別市南町東４区１８７６番地１２ 0165-23-1271 本社電話に同じ H27.2.24 H32.2.23 00100067496 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 こうえいうんそう ㈲光永運送 旭川市永山３条８丁目１番３号 0166-48-4734 本社電話に同じ H21.6.17 H26.6.16 00100019948 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 こうえいけんせつ ㈱宏栄建設 檜山郡江差町字中歌町１９６番地５ 0139-52-2136 0166-32-8767 H23.9.2 H28.9.1 00100076729 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,が

上川 こうけん ㈱興建 旭川市永山７条１９丁目１番３８号 0166-46-1110 0166-84-4444 H25.4.1 H30.3.31 00100002535 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 こうしょうぶつりゅう ㈱興翔物流 旭川市永山北２条８丁目４番地の４ 0166-40-1026 本社電話に同じ H22.4.9 H27.4.8 00100154162 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 こうせきうんゆ ㈱鉱石運輸 士別市上士別町１６線南３番地 0165-22-2383 本社電話に同じ H24.6.26 H29.6.25 00100048545 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 こうのしょうじ ㈲甲野商事 上川郡美瑛町字置杵牛上精美 0166-92-0250 本社電話に同じ H26.3.10 H31.3.9 00100147638 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 こーけん ㈱コーケン 富良野市春日町１２番１０号 0167-39-2185 本社電話に同じ H24.11.7 H29.11.6 00100100092 木,プ,金,陶,が

上川 こたにこうぎょう ㈱コタニ工業 旭川市北門町１８丁目２１５３番地 0165-54-1555 本社電話に同じ H26.3.13 H30.10.7 00100139928 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
ごとうじゅうきけんせ
つ

㈲後藤重機建設 上川郡下川町上名寄１８２６番地１６ 01655-4-4253 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.13 00100159553 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 こむねっと ㈲コムネット 士別市朝日町中央４０３５番地 0165-28-2412 本社電話に同じ H24.2.26 H29.2.25 00100083034 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 こもりこうむてん ㈱小森工務店 旭川市台場１条６丁目４番７号 0166-61-0504 本社電話に同じ H26.3.28 H31.3.27 00100176856 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 こんすえーえむじー コンス・Ａ・Ｍ・Ｇ㈱
旭川市東鷹栖東１条４丁目６３７番地の４
７

0166-57-1194 本社電話に同じ H22.12.16 H27.12.15 00100038418 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

上川 こんどうぐみ ㈱近藤組 上川郡和寒町字三笠９９番地 0165-32-2042 01655-3-2225 H26.11.26 H30.1.9 00100139524 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 こんどうこうぎょう ㈲近藤工業 上川郡鷹栖町８線６号３番地 0166-87-3608 本社電話に同じ H25.4.25 H30.4.24 00100144360 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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上川 こんどーこうさん ㈱コンドー興産 上川郡和寒町字東丘３２番地 0165-32-2011 本社電話に同じ H23.10.21 H28.10.8 00100043059 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

上川 さいとうさとし 齋藤 哲 名寄市風連町字東風連２３５番地 01654-2-0035 本社電話に同じ H23.10.10 H28.10.9 00100080381 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 さかいきんぞく ㈱酒井金属 旭川市永山北３条７丁目２番地の１３ 0166-48-5342 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100006373
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

上川 さかぐちぐみ ㈲坂口組 士別市西４条５丁目２番１号 0165-23-4037 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.15 00100008410 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 さかたうえき 坂田植木㈱ 旭川市東旭川町上兵村５１６番地３３ 0166-36-3536 本社電話に同じ H23.5.31 H28.5.30 00100160376 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 さくすぃーどみうら ㈲サクスィードミウラ
上川郡東神楽町ひじり野南２条４丁目４
番１０号

0166-68-5771 本社電話に同じ H25.9.13 H30.9.12 00100173897 が

上川 さくらいぐみ ㈱桜井組 名寄市西１条南４丁目２０番地 01654-2-5111 本社電話に同じ H22.8.18 H27.8.17 00100033186 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

上川 さっこううんゆ ㈱作興運輸 旭川市神居６条１２丁目１番１１号 0166-62-5588 本社電話に同じ H24.7.6 H29.7.3 00100047370 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 さんえいうんゆ 三栄運輸㈱ 旭川市永山北２条１１丁目３６番地の５ 0166-47-6245 本社電話に同じ H27.3.25 H32.3.24 00100024522 汚,プ,木,繊,金,陶,鉱,が

上川 さんえるこうぎょう ㈲サンエル興業 旭川市新星町１丁目１番４号 0166-25-4555 本社電話に同じ H24.7.25 H29.7.24 00100049606
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 さんきょううんゆ 三共運輸㈱ 士別市東２条北４丁目１５番地 0165-23-5215 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.23 00100018939 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 さんきょうけんせつ 三共建設㈱ 士別市東２条北４丁目１５番地 0165-23-1221 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.23 00100018940 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 さんしょう ㈲産商 上川郡比布町南１線８号 0166-58-9880 本社電話に同じ H26.10.20 H31.10.19 00100114234 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞,体

上川 さんしんあさひかわ
㈱サンシン旭川スクラップセ
ンター

旭川市永山北１条１１丁目５５番地の５ 0166-48-0036 本社電話に同じ H23.3.13 H28.3.12 00100038294 油,酸,ア,プ,金,陶,が

上川 さんてっく ㈱サンテック 旭川市北門町１８丁目２１５５番地の２ 0166-55-0200 本社電話に同じ H26.4.19 H31.4.18 00100060412 燃,汚,油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

上川 しーまくりーん ㈱シーマクリーン 旭川市永山２条２丁目１番１２号 0166-47-6422 本社電話に同じ H25.6.3 H30.6.2 00100104348
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

上川 しずおけんせつうんゆ しずお建設運輸㈱ 士別市東２条北３丁目１７番地 0165-23-5135 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.26 00100165391
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば,⑬

上川 じっこうどう ㈱実光堂 旭川市永山北１条１０丁目１０番１８号 0166-47-4666 本社電話に同じ H24.11.12 H29.11.11 00100169234 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 しべつうんそう 士別運送㈱ 士別市南町東３区４７２番地３ 0165-23-2118 本社電話に同じ H25.7.8 H30.7.7 00100004212
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

上川
しべつえいせいこう
しゃ

㈱士別衛生公社 士別市東１条１１丁目１６１２ 0165-23-2086 本社電話に同じ H22.9.13 H27.9.12 00110005757
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

上川
しべつじょうかこうぎょ
う

士別浄化工業㈱ 士別市南士別町１６１４番地２ 0165-23-3495 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.23 00100018944
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬
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上川 しべつつばめせきゆ 士別ツバメ石油㈱ 士別市大通北１丁目１６０１番地 0165-23-3538 0165-24-2647 H23.7.12 H28.7.4 00100036650 油,プ

上川 しもかわうんゆ 下川運輸㈱ 上川郡下川町南町１２３番地 01655-4-2531 本社電話に同じ H26.11.7 H31.11.1 00100114781 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,糞

上川
しもかわかんきょう
さーびすじぎょうきょう
どうくみあい

下川環境サービス事業協同
組合

上川郡下川町幸町１１２番地 01655-4-2072 本社電話に同じ H26.3.6 H31.3.5 00100176538 汚,残,糞

上川
しもかわけんせつこう
ぎょう

下川建設興業㈱ 上川郡下川町西町２２４番地 01655-4-2597 本社電話に同じ H25.9.8 H30.9.7 00100007319 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 優 じゅしょうかむい ㈱十商カムイ 旭川市神居町共栄４０１番地１ 0166-62-5800 本社電話に同じ H21.6.23 H28.6.22 00100019225
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,鉱,糞,
ば,ゴ,金,陶,が

上川 しょうわうんゆ 昭和運輸㈱ 富良野市花園町３番６１号 0167-22-3663 本社電話に同じ H22.10.29 H27.10.28 00100032666 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 しょうわさんぎょう 昭和産業㈱ 名寄市西５条南１１丁目５５番地４ 01654-2-4511 本社電話に同じ H22.10.21 H27.10.20 00100157115 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 しんきょううんゆ ㈱新共運輸 旭川市永山北２条７丁目１６０番地 0166-48-3356 本社電話に同じ H23.3.11 H28.3.10 00100125190 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 しんこううんゆ 真興運輸㈱ 旭川市東鷹栖２線１１号 0166-57-7225 本社電話に同じ H24.10.12 H29.10.11 00100037128 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,ば

上川 しんとくこうぎょう 新徳工業㈲ 旭川市北門町１５丁目 0166-51-8880 本社電話に同じ H26.4.22 H31.4.21 00100177174 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
しんとみけんせつこう
ぎょう

秦富建設工業㈲ 旭川市東旭川町旭正３５番地１１ 0166-35-6275 本社電話に同じ H23.9.22 H28.9.12 00100130074 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 しんにっしょう 新日章㈱ 旭川市永山１４条３丁目４番２５号 0166-26-0808 本社電話に同じ H23.4.24 H28.4.23 00110039061
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

有り

上川 しんりょう ㈱神両 旭川市江丹別町嵐山１７１番地 0166-61-4708 本社電話に同じ H23.9.22 H28.9.21 00100162268
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,金,陶,鉱,
が,糞,ば,⑬

上川 すいこうえん ㈱翠光園 旭川市川端町４条１０丁目３番２３号 0166-51-6331 本社電話に同じ H25.12.4 H30.12.3 00100175194 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 すかい ㈱Ｓｋｙ 名寄市字徳田２６０番地１１ 01654-8-7502 本社電話に同じ H26.5.8 H31.5.7 00100177332 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

上川 すぎやでんき ㈲杉谷電機 旭川市春光５条８丁目６番９号 0166-51-5752 本社電話に同じ H24.2.18 H29.2.17 00100164897 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

上川 すずきせいそう ㈲鈴木清掃 旭川市永山北２条１０丁目２番２２号 0166-40-1101 本社電話に同じ H25.12.27 H30.12.26 00100146466 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 すすきどぼく ㈱鈴木土木 旭川市忠和５条８丁目２番２６号 0166-61-9301 本社電話に同じ H26.7.4 H31.7.3 00100178356 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
すてりさいくるほうしゃ
せんさーびす

㈱ステリサイクル放射線サー
ビス

札幌市北区北２２条西８丁目１番１６号 011-726-8211 0167-45-6192 H25.2.22 H28.7.5 00110160859
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
が,陶,鉱,糞,体,ば,⑬

有り

上川
せいかえんやまだうえ
き

清香園山田植木㈱ 旭川市３条通１３丁目左５号 0166-23-6432 本社電話に同じ H25.10.8 H30.10.7 00100174255 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 せきほく ㈱セキホク 上川郡上川町字日東５５番地 0166-58-3300 本社電話に同じ H25.8.18 H30.8.17 00100006091 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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上川 せとみちのり 瀬戸 道則 旭川市忠和６条４丁目２番１８号 0166-61-8920 本社電話に同じ H25.10.24 H30.10.23 00100084147 プ,金

上川 だいいちけんせつ 第一建設㈱ 名寄市西７条南６丁目６番地１ 01654-3-3307 本社電話に同じ H25.9.8 H30.9.7 00100007313 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が,体

上川 だいいちけんせつ 第一建設㈱ 旭川市神楽４条６丁目１番１５号 0166-62-4141 本社電話に同じ H26.4.16 H31.2.18 00100176249 汚,油,プ,木,金,陶,が

上川 だいいちさいせき 第一砕石㈱ 旭川市神楽４条６丁目１番１５号 0166-62-4141 本社電話に同じ H24.7.20 H29.7.19 00100124558 汚,プ,木,金,陶,が

上川 だいいちぶっさん ㈲第一物産
旭川市パルプ町1条2丁目505番地2ﾊﾟﾙﾌﾟ
ﾀｳﾝ内

0166-74-5450 本社電話に同じ H26.10.20 H31.10.19 00100151412 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 だいきょう ㈱大協 旭川市豊岡４条７丁目１番２２号 0166-32-3004 本社電話に同じ H23.11.22 H28.11.21 00100131779 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 だいけんどぼく 大建土木㈱ 旭川市緑町１７丁目３０１７番地の７ 0166-52-4897 本社電話に同じ H22.7.10 H27.7.9 00100031923 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 たいこう ㈱タイコウ 富良野市学田三区 0167-23-6090 本社電話に同じ H25.9.2 H30.9.1 00100173774 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 だいしば ㈱大芝 旭川市永山１３条３丁目１番２０号 0166-23-1979 本社電話に同じ H25.12.28 H30.12.27 00100175669 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 たいしょうこうぎょう ㈱大正興業 旭川市工業団地４条１丁目２番７号 0166-36-7111 本社電話に同じ H24.3.9 H29.2.21 00100132089 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 だいしょうこうぎょう ㈲大翔工業 旭川市東旭川北１条４丁目３番３号 0166-36-1338 本社電話に同じ H23.6.13 H28.6.12 00100127174 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
だいまるしらくらしょう
てん

㈱大丸白倉商店 旭川市永山４条１４丁目３番７号 0166-47-2535 本社電話に同じ H23.1.13 H28.1.12 00100124524 プ,紙,木,繊

上川 たいめいけんせつ 大明建設㈱ 旭川市１条通１７丁目左１号 0166-26-5344 本社電話に同じ H24.3.30 H29.3.29 00100134149 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 たかお ㈲タカオ 旭川市永山１０条８丁目６番１４号 0166-48-0289 本社電話に同じ H25.2.12 H30.2.11 00100102055
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

上川 たかだけんせつ 高田建設㈱ 旭川市末広東１条１２丁目２番３号 0166-58-4500 本社電話に同じ H27.2.16 H32.2.15 00100153361 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 たかはしけんせつ 高橋建設㈱
上川郡東神楽町南１条東２丁目２番１７
号

0166-83-2443 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.17 00100020192 汚,プ,木,金,陶,が

上川 たかはしさっこう ㈱高橋作工 旭川市豊岡１条７丁目１番１４号 0166-33-1133 本社電話に同じ H25.4.24 H30.4.23 00100171746 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 たぐちしゅんいち 田口 俊一 上川郡下川町上名寄４８４番地 01655-4-2880 本社電話に同じ H22.11.29 H27.11.28 00100123587 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 たくらうんゆ ㈱タクラ運輸 旭川市永山北２条９丁目１５番地２４ 0166-49-2323 本社電話に同じ H26.11.14 H31.10.29 00100024125 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 たけいしちゅうせつ ㈲武石厨設 旭川市春光台２条２丁目２番１０号 0166-54-2382 本社電話に同じ H25.6.29 H30.6.28 00100172545 プ,紙,木,繊,金,陶

上川
たけじどうしゃこうぎょ
う

㈲武自動車工業 旭川市江丹別町嵐山２０７番地の１２ 0166-63-1350 本社電話に同じ H24.12.19 H29.12.18 00100051864
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば,体,残
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上川 たけなかこうむしょ ㈱竹中工務所 上川郡上川町南町１４６番地 01658-2-1141 本社電話に同じ H25.1.17 H30.1.16 00100140154 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば

上川 ただいしぐみ ㈱只石組 旭川市東旭川町旭正３６２番地 0166-32-4257 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100007794 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
たてやまあおのけん
せつ

立山青野建設㈱ 旭川市春光台３条３丁目４番２５号 0166-53-6901 本社電話に同じ H26.3.25 H30.7.26 00100055157 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 たにくみ ㈱谷組 上川郡下川町西町８８番地２ 01655-4-2595 本社電話に同じ H27.2.3 H32.2.2 00100153159 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 たんのけんせつ ㈱丹野建設 上川郡下川町旭町１３２番地 01655-4-2237 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.3 00100134796 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

上川 つかもとじゅうき 塚本重機㈱ 旭川市末広１条４丁目４番３６号 0166-51-1453 本社電話に同じ H26.2.19 H31.2.18 00100176301 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 つくもうんゆ ㈲つくも運輸 士別市東山町３４４０番地９ 0165-22-3566 本社電話に同じ H25.10.18 H30.7.7 00100004209 汚,プ,木,金,陶,が

上川 つじしょうかい ㈱辻商会 旭川市永山北２条１１丁目３０番地２ 0166-47-2771 本社電話に同じ H23.12.26 H28.12.25 00110044527 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

上川 つなしまじゅうき ㈲綱島重機 旭川市東旭川北１条４丁目６番８号 0166-36-2648 本社電話に同じ H24.5.16 H29.5.15 00100067419 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
つるたぎけんこうぎょ
う

㈱鶴田技研工業 旭川市春光３条７丁目６番２９号 0166-52-5474 0166-25-0183 H23.4.28 H28.4.27 00100159776 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 でぐちえつじ 出口悦二 旭川市豊岡４条６丁目６番６号 0166-33-2737 本社電話に同じ H22.8.10 H27.8.9 00100155900 プ,紙,木,金,陶,が

上川 てくのすほっかいどう ㈱テクノス北海道 旭川市忠和４条７丁目４番１０号 0166-62-7878 本社電話に同じ H25.7.22 H30.7.21 00100004427 燃,汚,酸,ア,ば

上川 てしおがわりさいくる ㈱天塩川リサイクル 中川郡中川町字誉３５番地 01656-7-2515 本社電話に同じ H23.1.9 H28.1.8 00100036619 プ,木,ゴ,金,陶,が

上川 でんざい ㈱デンザイ 旭川市東７条６丁目４番６号 0166-26-4388 本社電話に同じ H24.4.11 H29.4.10 00100124584 プ,金,陶

上川 てんぽくゆそう 天北輸送㈱ 旭川市東鷹栖６線１２号２５１６番４０ 0166-57-8622 本社電話に同じ H23.7.30 H28.7.29 00100041478 燃,汚,油,プ,木,金,陶,が

上川
どうおうつうしょうあさ
ひかわ

㈱道央通商旭川 旭川市永山北１条９丁目２５番地８ 0166-46-2200 本社電話に同じ H25.7.26 H30.7.25 00100105840 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

上川 どうおうりさいくる ㈲道央リサイクル 富良野市緑町１３番１１号 0167-23-3948 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.23 00110019820 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば 有り

上川 とうかいうんゆ 東海運輸㈱ 旭川市永山北３条７丁目３番地の３ 0166-46-0505 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100019959 燃,汚,プ,木,繊,残,金,陶,鉱,が

上川 とうかいさんぎょう 東海産業㈱ 旭川市東３条６丁目１番３６号 0166-24-4111 本社電話に同じ H25.8.23 H30.8.22 00100173610 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

上川 とうこうようき ㈱東光容器 上川郡東川町東５号南１番地 0166-82-2207 本社電話に同じ H26.10.28 H31.10.27 00100180249 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 どうしんけんせつ 道伸建設㈱ 旭川市川端町４条７丁目６９番地 0166-59-5577 本社電話に同じ H22.8.10 H27.8.9 00100155828 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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上川 どうないうんゆ 道内運輸㈱ 旭川市東鷹栖東２条６丁目３１２番地の８ 0166-57-6260 本社電話に同じ H26.6.9 H31.6.8 00100018990 燃,汚,プ,木,金,陶,鉱,が

上川 とうほうきゃりあ ㈱東宝キャリア 旭川市東旭川町豊田１番地２ 0166-36-5355 本社電話に同じ H22.9.6 H27.9.5 00100033570 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 どうほくかんり ㈲道北カンリ 名寄市字徳田２４８番地１８ 01654-2-5607 本社電話に同じ H24.9.5 H29.9.4 00110137563 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

上川 どうほくきんぞく 道北金属㈲ 旭川市永山５条４丁目３番４号 0166-48-3789 本社電話に同じ H24.5.22 H29.5.21 00100048105
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 どうほくさんぎょう ㈱道北産業 旭川市東旭川町上兵村４４８番地の３ 0166-36-7770 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100178167 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 どうほくほどう ㈱道北鋪道 旭川市７条西５丁目１番２１号 0166-26-3245 本社電話に同じ H24.10.31 H29.10.30 00100169035 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 とうわ ㈱東和 旭川市曙北３条７丁目３番３号 0166-24-1416 本社電話に同じ H25.4.1 H30.3.31 00100141491 燃,汚,油,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 とーえーせつび ㈲トーエー設備 旭川市東光１８条５丁目１番５号 0166-33-9909 本社電話に同じ H23.3.30 H28.3.29 00100126269
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,ば

上川
ときわてしおがわけん
せつ

㈱常盤天塩川建設 中川郡中川町字誉３５番地７ 01656-8-4700 本社電話に同じ H26.11.7 H31.11.2 00100151849 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,体,ば

上川 とちたにちひろ 栃谷千尋 旭川市東鷹栖５線１１号６８７番地の２ 0166-57-3793 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00100173775 プ,紙,木,金,陶,が

上川
とみしまさんぎょううん
ゆ

富島産業運輸㈱ 東京都江東区枝川２丁目１０番２号 03-3647-6906 0166-24-3396 H25.7.16 H30.7.15 00100004425 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が,ば,⑬

上川 とみひろかいたい ㈲富弘解体 旭川市東光９条７丁目３番２０号 0166-32-2921 本社電話に同じ H25.9.29 H30.9.28 00100009218 燃,プ,木,ゴ,金,陶,が

上川 とよおかけんせつ ㈱豊岡建設 旭川市秋月２条１丁目９番１号 0166-46-4011 本社電話に同じ H26.11.15 H31.11.8 00100025473 プ,木,金,陶,が

上川 とらいすたー ㈲トライスター 名寄市東５条南２丁目６３番地３２ 01654-9-2675 本社電話に同じ H23.9.2 H28.9.1 00100129932 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ないとうけんせつ 内藤建設㈱ 旭川市永山４条２４丁目５番１２号 0166-48-0068 本社電話に同じ H23.5.31 H28.5.30 00100160362 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
なかがわあべけんせ
つ

㈱中川阿部建設 中川郡中川町字誉３５番地 01656-7-2571 本社電話に同じ H22.11.12 H27.11.11 00100157445 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,ば

上川 ながせしぎょう ㈱長勢紙業 旭川市豊岡７条５丁目２番７号 0166-32-4298 本社電話に同じ H24.1.11 H29.1.6 00100045087 油,酸,ア,プ,紙,金,陶

上川
なかだてけんせつうん
ゆ

㈱中舘建設運輸 名寄市風連町大町５４番地 01655-3-3285 本社電話に同じ H25.10.28 H30.10.27 00100007318 燃,プ,木,ゴ,金,陶,が

上川 なかのこうぎょう 中野工業㈱ 旭川市豊岡７条５丁目１番１９号 0166-73-8530 本社電話に同じ H26.12.12 H31.12.11 00100181092 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 なかばやしとしのぶ 中林 利信 旭川市末広２条８丁目４番１３号 0166-57-6255 本社電話に同じ H26.6.23 H31.6.22 00100015406
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

上川 なかはらひろし 中原廣志 旭川市神居町上雨紛３８２番地 0166-75-5551 本社電話に同じ H25.12.4 H30.12.3 00100175195 残,固,糞,体
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上川
なよろえいせいこう
しゃ

㈲名寄衛生公社 名寄市東３条北４丁目１２番地２ 01654-3-5171 本社電話に同じ H25.9.8 H30.9.7 00100007315
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば

上川 なよろかんきょう ㈲名寄環境 名寄市西１条南１０丁目２０番地２ 01654-3-8313 本社電話に同じ H24.6.6 H29.6.5 00100085517 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 なよろさんしん ㈲名寄三信 名寄市字徳田１４９番地１ 01654-2-1367 本社電話に同じ H25.8.21 H30.8.20 00110105848
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

有り

上川 なよろびそうこうぎょう 名寄美装工業㈱ 名寄市字徳田１１４番地３０ 01654-2-3046 本社電話に同じ H23.4.10 H28.4.9 00100038417 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

上川 ならだいいちろう 奈良大一郎 旭川市緑が丘５条３丁目２番地の３９ 0166-65-2367 本社電話に同じ H25.3.8 H30.3.7 00100170974 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 なんぷうんゆ 南富運輸㈱ 富良野市字山部東１７線８番地 0167-42-2942 本社電話に同じ H24.4.27 H29.4.15 00100047373 燃,汚,プ,木,金,陶,が

上川 にいみさんぎょう ㈱新見産業 旭川市本町３丁目４３７番地１４５ 0166-53-9560 0166-85-2212 H24.12.6 H29.11.28 00110138718 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば 有り

上川 にしづかせいそうしゃ ㈱西塚清掃社 空知郡上富良野町北町１丁目４番１０ 0167-45-2312 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.23 00100018917 燃,汚,油,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,糞

上川 にしのけんせつ ㈱西野建設 上川郡鷹栖町１４線９号５番地 0166-87-2347 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.27 00100134148 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 にしのしょうてん ㈲西野商店 旭川市２条通１６丁目右１０号 0166-23-3345 本社電話に同じ H23.4.15 H28.4.14 00100039059 油,酸,ア,プ,金,陶

上川 にしむらうんゆ 西村運輸㈱ 旭川市東鷹栖東２条１丁目８４３番地４０ 0166-58-6555 本社電話に同じ H24.10.1 H29.9.30 00100098318 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 にしやまでんせつ 西山電設㈱ 上川郡東神楽町北３条東２丁目１番１号 0166-83-2733 本社電話に同じ H24.12.3 H29.12.2 00100169764 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 にちだんあさひかわ ㈱ニチダン旭川 旭川市工業団地１条２丁目４番１６号 0166-36-4570 本社電話に同じ H26.3.25 H31.3.24 00100108559 が

上川 にっせー ㈱ニッセー 旭川市永山１３条３丁目１番７号 0166-23-1670 本社電話に同じ H27.6.1 H32.5.31 00100019955 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

上川 にゅーかねのゆ ㈲ニュー金の湯 旭川市南１条通２６丁目 0166-31-3086 本社電話に同じ H26.6.2 H31.6.1 00100004847 油

上川 ぬまたうんゆ ㈱沼田運輸 上川郡愛別町字金富３２３番地の１ 01658-6-5656 本社電話に同じ H22.12.13 H27.12.12 00100036139 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 のうんそう ㈲野運送 士別市西２条６丁目６０５８番地１０ 0165-23-2012 本社電話に同じ H25.7.8 H30.7.7 00100004211 汚,酸,ア,残

上川 のだぐみ ㈱野田組 士別市朝日町中央４０２９番地 0165-28-3211 本社電話に同じ H25.12.20 H30.12.15 00100034026 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

上川
のだけんせつこうぎょ
う

野田建設工業㈱ 旭川市東鷹栖東２条３丁目 0166-57-5146 0166-85-3648 H25.7.22 H30.7.21 00100004844 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

上川
はしもとかわしまこー
ぽれーしょん

㈱橋本川島コーポレーション 旭川市旭町２条７丁目１２番地９０ 0166-55-0001 本社電話に同じ H26.4.30 H31.4.29 00100148668 燃,汚,プ,ゴ,金,が

上川 はちやしょうじ ㈲蜂谷商事 上川郡比布町北１線８号 0166-85-3071 本社電話に同じ H24.12.3 H29.12.2 00100169763 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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上川 はなもとけんせつ 花本建設㈱ 上川郡東川町南町１丁目１９番１号 0166-26-2451 本社電話に同じ H27.1.8 H31.12.24 00100006379 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 はまだぐみ ㈱浜田組 上川郡和寒町字西町１９９番地 0165-32-2451 本社電話に同じ H25.10.25 H30.10.24 00100174429 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 はやかわうんゆ ㈱早川運輸 旭川市秋月２条１丁目９番１号 0166-40-3434 本社電話に同じ H24.10.29 H29.10.28 00100099672 木,プ,金,陶,が

上川
はらだよしおしょうて
ん

㈱原田慶夫商店 旭川市宮下通１６丁目８６８番地 0166-23-6627 本社電話に同じ H24.2.3 H29.1.23 00100132998 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ひうらけんぎょう ㈲樋浦建業 旭川市東旭川町倉沼３８番地 0166-36-1503 本社電話に同じ H24.6.17 H29.6.16 00100085561 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
びえいがわじゃりさい
せきはんばいきょう
ぎょうくみあい

美瑛川砂利砕石販売協業組
合

上川郡美瑛町字下宇莫別第五 0166-92-4533 本社電話に同じ H25.7.31 H30.7.30 00100055743 汚,プ,金,陶,が

上川 びえいせいそう 美瑛清掃㈱ 上川郡美瑛町北町１丁目２０番１３号 0166-92-1336 本社電話に同じ H26.7.8 H31.7.7 00110020427
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

上川 ひえだとしかず 稗田 敏和 上川郡当麻町伊香牛３区 0166-84-4212 本社電話に同じ H25.3.11 H30.3.10 00110102465 油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶 有り

上川
ひがしあさひかわか
んきょう

㈲東旭川環境 旭川市東旭川町上兵村４４８番地の１１ 0166-36-2610 本社電話に同じ H26.7.10 H31.7.9 00100178408 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
ひがしかわでんきこう
じ

㈱東川電気工事 上川郡東川町北町２丁目２番５号 0166-82-2544 本社電話に同じ H26.9.22 H31.9.21 00110179493 汚,油,プ,紙,木,金,陶,が 有り

上川 ひさみつくみ ㈱久光組 士別市東２条北７丁目１１０番地 0165-23-2659 本社電話に同じ H25.7.8 H30.7.7 00100004210 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

上川 びっぐすかいらんど ㈲ビッグスカイランド 旭川市神居６条１８丁目３番１２号 0166-61-2800 本社電話に同じ H24.2.17 H29.2.16 00100164864 プ,ゴ,金,陶

上川
ひらいけんせつこう
ぎょう

平井建設工業㈱ 上川郡当麻町３条西３丁目１１番４１号 0166-84-2630 本社電話に同じ H24.7.19 H29.7.18 00100167360 プ,紙,木,金,陶,が

上川 ひらまぞうえん 平間造園㈱ 旭川市神居町雨紛３５９番地の３ 0166-62-3301 本社電話に同じ H22.12.18 H27.12.17 00100157888 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ひろとみうんゆ 広富運輸㈱ 旭川市東鷹栖４線１０号５番地４ 0166-58-7120 本社電話に同じ H22.9.17 H27.9.16 00100121791 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ふぁーむさくら ㈱ファームさくら 旭川市江丹別町嵐山１７１番地１ 0166-61-3323 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00100173776 プ,残,固

上川 ふくはらけんうん フクハラ建運㈱ 上川郡美瑛町中町３丁目４番１４号 0166-92-1240 本社電話に同じ H26.7.16 H31.7.15 00100112356 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

上川 ふじいたいや ㈲ふじいタイヤ 名寄市風連町大町３４番地 01655-3-2317 01654-2-2404 H23.8.5 H28.8.4 00110161305
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,
ば,⑬

有り

上川 ふじかねしょうてん ㈱藤兼商店 旭川市永山北１条１０丁目１番６号 0166-48-0326 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100007258
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

上川 ふじこうぎょう 富士工業㈱ 旭川市永山１０条３丁目５番４号 0166-48-2329 本社電話に同じ H22.9.18 H27.9.17 00100072371 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

上川 ふじしすてむ ㈲フジ・システム 旭川市豊岡５条９丁目２番１号 0166-33-8778 本社電話に同じ H24.2.8 H29.2.7 00100082894 プ,金,陶
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上川
ふじしたでんきしょう
かい

㈱藤下電気商会 空知郡中富良野町新町２番２５号 0167-44-2440 本社電話に同じ H24.8.6 H29.7.23 00100136775 プ,紙,木,金,陶,が

上川 ふじめん ㈱富士メン 旭川市忠和６条４丁目１番２号 0166-62-4322 本社電話に同じ H26.4.16 H30.11.10 00100102669
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

上川
ふじやじゅうせつこう
ぎょう

フジヤ住設工業㈱ 士別市西４条１丁目１９１番地１１ 0165-23-3788 本社電話に同じ H26.12.10 H31.12.9 00100115563 プ,紙,木,金,陶,が

上川 ふじりーでぃんぐ ㈱フジリーディング 旭川市末広６条３丁目３番２号 0166-59-5545 本社電話に同じ H26.6.26 H31.6.25 00100151226 木,陶,が

上川 ふじりくうん 富士陸運㈱ 旭川市西神楽１線１３号２３７番地２２ 0166-75-4649 本社電話に同じ H25.5.10 H30.5.9 00100171848 プ,木,金,陶,が

上川 ふそうこうぎょう 富桑工業㈱ 富良野市春日町８番１号 0167-22-2522 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.18 00110134371
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,ば,⑬

有り

上川 ふたば ㈱フタバ 旭川市東光４条２丁目１番２５号 0166-31-1212 本社電話に同じ H26.3.17 H31.3.16 00100110041 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ふちがみぐみ ㈲渕上組 旭川市台場２条５丁目１２番１０号 0166-62-3874 本社電話に同じ H23.10.29 H28.10.28 00100043099
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,繊,木,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

上川 ふらのえいせいしゃ ㈱ふらの衛生社 富良野市字山部東１７線１３番地 0167-42-2396 本社電話に同じ H22.9.15 H27.9.13 00110005108
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

上川
ふらのじょうかこうぎょ
う

富良野浄化工業㈱ 富良野市緑町１０番４０号 0167-22-4744 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100048220 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

上川 ふらのつううん 富良野通運㈱ 富良野市朝日町１３番６号 0167-22-2131 本社電話に同じ H23.4.25 H28.4.24 00100126937 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

上川 ぺかるとかせい ㈱ペカルト化成 旭川市末広東１条１４丁目２番１７号 0166-57-3555 本社電話に同じ H23.10.5 H28.9.25 00100043171 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 べんりやきょうかい ㈱便利屋協会 旭川市春光台２条２丁目２番３号 0166-55-4448 本社電話に同じ H25.8.23 H30.8.22 00100173608 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 ほくうんきょうえい 北運共栄㈱ 上川郡剣淵町元町１５番３号 0165-34-2380 本社電話に同じ H25.7.8 H30.7.7 00100004214 汚,油,プ,木,金,陶,が,糞

上川 ほくおうかもつうんゆ 北央貨物運輸㈱ 富良野市字西扇山の１ 0167-22-4533 本社電話に同じ H26.4.30 H31.4.29 00100015678 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

上川 ほくさんゆき ㈲北産油機 旭川市南が丘２丁目３番５号 0166-62-9526 本社電話に同じ H25.4.25 H30.4.24 00100171761 プ,木,金

上川 ほくじつうんゆ 北日運輸㈱ 中川郡美深町西１条北３丁目１４番地 01656-2-1315 本社電話に同じ H24.7.31 H29.7.25 00100049306 プ,木,金,陶,が,糞

上川 ほくしょう ㈱北祥 旭川市神居町上雨紛１９４番地１６ 0166-62-0440 本社電話に同じ H27.3.18 H32.3.17 00100182525 プ,木,金,陶,が

上川 ほくしょうさーびす ㈱北翔サービス 旭川市新星町５１９番地の２２ 0166-73-9039 本社電話に同じ H24.1.18 H29.1.17 00100164311 プ,紙,木,金,陶,鉱,が

上川 ほくしんこうぎょう ㈱北新興業 旭川市１条通１５丁目８８１番地 0166-25-7510 本社電話に同じ H26.7.1 H31.6.30 00100019962 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 ほくせいけんせつ ホクセイ建設㈱ 上川郡上川町新光町９８番地３９ 01658-2-3199 本社電話に同じ H24.6.21 H29.6.19 00100046844 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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上川 ほくせいふらの 北清ふらの㈱ 富良野市字学田三区 0167-22-5066 本社電話に同じ H25.2.8 H30.2.7 00110000736
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

上川 ほくとうんゆ 北都運輸㈱ 旭川市永山１２条３丁目１番２２号 0166-24-2423 本社電話に同じ H25.8.6 H30.8.5 00100143802 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ほくのうかいはつ ㈱北農開発 中川郡美深町字泉７７番地 01656-2-3533 本社電話に同じ H26.4.7 H31.4.6 00100176926
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

上川 ほくようこうぎょう 北陽興業㈱ 名寄市字徳田２０番地６ 01654-3-4149 本社電話に同じ H26.11.27 H30.9.7 00100007314 燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,ば

上川 ほくようでんざい 北陽電材㈱ 旭川市１条通１９丁目右７号 0166-31-4805 本社電話に同じ H25.5.23 H30.5.22 00100142181
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

上川 ほそかわしょうてん ㈱細川商店 士別市多寄町３６線西２番地 0165-26-2711 本社電話に同じ H25.10.25 H30.10.24 00100174430 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 ほっかいうんゆ ㈱北海運輸 旭川市末広１条６丁目１番３３号 0166-52-1551 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.8 00100043610 燃,汚,プ,木,金,陶,が

上川 ほっかいこうげい ㈱北海工芸 上川郡東川町北町８丁目５番１号 0166-82-2141 本社電話に同じ H26.9.22 H31.9.21 00100179627 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
ほっかいこーぽれー
しょん

㈱ホッカイコーポレーション 旭川市南７条通２１丁目１９６７番地 0166-32-7563 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100006377 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ほっかいさんぱい ㈲北海産廃 旭川市永山５条４丁目３番４号 0166-49-4212 本社電話に同じ H26.4.22 H31.4.11 00110060410
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

上川
ほっかいどうかんきょ
う

北海道環境㈱ 上川郡和寒町字三笠１０３番地８０ 0165-32-2100 本社電話に同じ H25.9.26 H30.8.21 00110139769
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞

有り

上川
ほっかいどうけんさせ
んたー

北海道検査センター㈱
札幌市白石区菊水上町４条４丁目１４３
番１６

011-758-3200 0166-51-2225 H25.10.18 H30.9.24 00100056119 汚,油,プ

上川 ほっかいどうりさいくる ㈱北海道リサイクル 上川郡比布町１０１５番地３２ 0166-85-4848 本社電話に同じ H25.4.12 H30.3.31 00110139927 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が 有り

上川 ほっかいどぼく ㈱北開土木 旭川市神楽３条９丁目４番１１号 0166-62-6664 本社電話に同じ H25.10.19 H30.10.18 00100174428 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ほっけんこうぎょう 北建工業㈱ 名寄市西３条北２丁目１１番地１ 01654-2-3984 本社電話に同じ H25.10.11 H30.10.10 00110007311 燃,汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が,糞,体 有り

上川 ほっこう ㈱ホッコウ 旭川市流通団地３条５丁目１４番地 0166-48-3000 0162-22-2240 H25.12.6 H30.12.5 00110146159 汚,油,酸,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

上川 ほっこううんゆ 北興運輸㈱ 旭川市永山北２条７丁目２３番地 0166-47-2032 本社電話に同じ H23.3.11 H28.3.10 00100125995
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば

上川 ほっぽううんゆ 北宝運輸㈱ 旭川市工業団地５条２丁目１番９号 0166-36-2331 本社電話に同じ H25.9.27 H30.9.7 00100008113 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が

上川 ほりべぞうえん ㈱ほりべ造園 旭川市豊岡２条２丁目４番２４号 0166-33-0970 本社電話に同じ H25.11.27 H30.11.26 00100175021 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ぽりまーこうぎょう ポリマー工業㈱ 旭川市３条通１６丁目２１２７番地の２ 0166-25-2800 本社電話に同じ H25.3.6 H30.3.5 00100141039 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 ほろかないどけん 幌加内土建㈱ 雨竜郡幌加内町字幌加内３１８番地 0165-35-2344 本社電話に同じ H23.4.23 H28.4.22 00100159709 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が
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上川 まえだりこう ㈱前田理工 旭川市永山７条６丁目２番７号 0166-47-3804 本社電話に同じ H22.11.10 H27.11.9 00100156608 油,金

上川 ますやまけんせつ ㈱増山建設 富良野市字扇山１５４７番地 0167-22-3171 本社電話に同じ H23.5.9 H28.5.8 00100039494
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

上川 まっくすこうけん ㈲マックス工建 旭川市春光台３条６丁目２番２１号 0166-51-3022 本社電話に同じ H24.5.11 H29.5.10 00100048125
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,体,ば

上川 まつむらうんゆ ㈱マツムラ運輸 旭川市永山１３条３丁目２番２号 0166-27-1180 本社電話に同じ H26.7.4 H31.7.3 00100178382 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 まなべけんうん 真鍋建運㈱ 名寄市字徳田１００番地の８ 01654-3-2750 本社電話に同じ H23.10.15 H28.10.14 00100043439
燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,ば

上川 まなべひろあき 眞鍋 宏章
旭川市宮下通9丁目531番地の1ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･
ﾉｰﾙ511

090-9014-4491 本社電話に同じ H25.10.31 H30.10.30 00100174460 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

上川
まるおけんせつこう
ぎょう

マルオ建設工業㈱ 旭川市永山４条８丁目１番２０号 0166-47-1283 本社電話に同じ H24.10.9 H29.10.1 00100137745
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

上川
まるかはやかわけん
せつ

丸嘉早川建設㈱ 旭川市永山３条７丁目９０番地 0166-47-9088 本社電話に同じ H23.3.10 H28.3.9 00100144625 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
まるきんかねたしょう
てん

㈱丸金金田商店 旭川市東鷹栖東２条２丁目 0166-57-3355 本社電話に同じ H26.6.23 H31.6.22 00100019734
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

上川
まるこましびるさーび
す

丸駒シビルサービス㈱ 旭川市４条西５丁目２番２号 0166-26-7500 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100018734 汚,油,ア,プ,木,ゴ,金,陶,鉱,が

上川 まるしんしょうじ 丸進商事㈲ 旭川市神居町台場１６７の２ 0166-61-7164 本社電話に同じ H21.8.14 H26.8.13 00100023480 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 まるせーそうぎょう ㈲マルセー総業 旭川市永山１２条３丁目２番１２号 0166-21-6570 本社電話に同じ H23.8.20 H28.8.19 00100079063 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

上川 まるぜんうんゆ ㈱丸善運輸 上川郡美瑛町旭町１丁目６番１７号 0166-92-1628 本社電話に同じ H26.6.23 H31.6.22 00100019958 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が,糞

上川 まるぜんけんせつ ㈱丸善建設 上川郡美瑛町旭町１丁目６番１７号 0166-92-1221 本社電話に同じ H26.6.23 H31.6.22 00100019954 燃,汚,油,ア,プ,紙,木,金,陶,が

上川 まるたにこうぎょう ㈱マルタニ工業 富良野市花園町１番１６号 0167-56-7822 本社電話に同じ H25.7.3 H30.7.2 00100143275 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 まるちきゅうそう ㈲丸千急送 旭川市豊岡２条８丁目６番１３号 0166-36-7773 本社電話に同じ H27.3.18 H32.3.17 00100182526 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,鉱,が,糞

上川
まるちゅうほかとせい
そう

丸忠北都清掃㈱ 旭川市東鷹栖５線１０号２８４４番地２１ 0166-61-0308 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100018737 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,残,金,陶,が

上川
まるなかなかむらけん
せつ

丸中中村建設㈱ 旭川市永山９条８丁目５番１０号 0166-47-1108 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100131768 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川
まるまつささきこうぎょ
う

㈱丸松ササキ工業 旭川市忠和６条２丁目３番１６号 0166-62-5430 本社電話に同じ H26.3.20 H29.10.16 00100099609
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,鉱,ば

上川 みつはしけんせつ 三津橋建設㈱ 雨竜郡幌加内町字添牛内５９１２番地２ 0165-37-2227 本社電話に同じ H26.11.8 H31.11.7 00100114777 汚,油,プ,木,ゴ,陶,が

上川 みなみうんゆ ㈱南運輸 富良野市字山部東２３線２５６６番地４ 0167-42-2306 本社電話に同じ H24.12.11 H29.12.10 00100051687 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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上川 みなみがおかうんゆ ㈲南が丘運輸 旭川市南が丘１丁目２番１号 0166-61-2422 本社電話に同じ H22.10.8 H27.10.7 00100122154 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 みやこうんそう 都運送㈱ 名寄市字内淵５２番地４ 01654-3-3961 本社電話に同じ H24.8.10 H29.8.8 00100098070 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 みやざき ㈲ミヤザキ 旭川市神楽岡１３条６丁目２番４号 0166-65-3639 本社電話に同じ H27.3.27 H32.3.26 00110004499
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

有り

上川
みやたにけんせつこう
ぎょう

宮谷建設興業㈱ 旭川市東旭川町旭正３５番地１１ 0166-35-6271 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00100173773 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 みやもとこうぎょう ㈱宮本興業 旭川市永山８条１９丁目５番１４号 0166-47-2917 本社電話に同じ H24.8.21 H29.8.20 00100098172
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

上川
むらかみくりーんさー
びす

㈲村上クリーンサービス 旭川市神居町共栄４９３番地１ 0166-69-2945 本社電話に同じ H25.1.4 H30.1.3 00100170140
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞

上川 むらかみゆそう 村上油掃㈱ 旭川市永山北１条１０丁目２番３０号 0166-48-8212 0165-24-2415 H25.7.31 H30.7.7 00110004213 汚,油,紙 有り

上川 むらせてつや 村瀬 哲也 旭川市神楽岡１１条３丁目３番３号 0166-66-0931 本社電話に同じ H22.9.23 H27.9.22 00100121686 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

上川 むらにしうんゆ 村西運輸㈱ 名寄市字徳田２８９番地２４ 01654-2-4501 本社電話に同じ H25.9.8 H30.9.7 00100007312 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 めっくたいせつ ㈱メック大雪 旭川市東旭川町旭正３６２番地 0166-32-0929 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100007263 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 めるてっくさーびす ㈱メルテックサービス 旭川市東光２条７丁目３番６号 0166-32-9461 本社電話に同じ H26.6.14 H31.6.13 00100177925 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 もだせきゆ 茂田石油㈱ 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 0166-51-5121 0166-58-8801 H26.8.5 H31.6.29 00110112423 油,酸,ア,プ,木,金,陶 有り

上川 やくわうんゆ ㈱やくわ運輸 旭川市台場２条２丁目４番１６号 0166-62-2672 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100019961
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

上川 やくわぐみ ㈱八鍬組 旭川市台場２条２丁目４番１６号 0166-61-4649 本社電話に同じ H24.2.12 H29.2.11 00100046017
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

上川 やすいぐみうんゆ ㈱安井組運輸 旭川市東光１４条１丁目３番６号 0166-31-5111 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100007259 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 やすだけんせつ ㈲安田建設 上川郡下川町南町１４番地 01655-4-2641 本社電話に同じ H23.4.17 H28.4.16 00100039277 プ,木,金,陶,が

上川 やすだせいそう 安田清掃㈲ 旭川市工業団地５条３丁目３番３号 0166-36-5578 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100019960
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

上川 やまいちこうぎょう 山一興業㈱ 中川郡美深町字東４条北４丁目７番地 01656-2-1665 本社電話に同じ H25.6.26 H30.6.25 00100004424 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 やまかつこうぎょう ㈲山勝興業 上川郡東神楽町東２線７号４３番地 0166-83-3046 本社電話に同じ H24.6.6 H29.6.5 00100085070 燃,汚,油,プ,紙,木,金,陶,が

上川 やまざきぐみ ㈱山崎組 中川郡美深町字東４条北４丁目７番地 01656-2-1665 本社電話に同じ H26.8.15 H31.8.14 00100150556 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 やましたちはる 山下智春 旭川市工業団地１条２丁目４番２２号 0166-74-6614 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100167113 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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上川 やましたのぶよし 山下展敬
上川郡東神楽町南１条西２丁目１０番９
号

0166-83-2662 本社電話に同じ H26.4.3 H31.4.2 00100176746 プ

上川 やまぶしぱこむ ㈱山伏パコム 富良野市本町８番１号 0167-23-6666 本社電話に同じ H25.6.19 H30.6.18 00100054573 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 やまもとしょうご 山本省吾 旭川市豊岡３条２丁目３番２号 0166-56-3238 本社電話に同じ H27.2.24 H32.2.23 00100182109 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 ゆうあいこうぎょう 友愛興業㈲ 旭川市忠和６条７丁目４番５号 0166-61-2258 本社電話に同じ H27.1.7 H32.1.6 00100115646 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 ゆうき ㈱ユウキ 旭川市東光２０条５丁目２番３号 0166-40-4155 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.22 00100173063 プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川
ゆせつほぜんせん
たー

㈱油設保全センター 旭川市旭神２条１丁目２番２０号 0166-65-6020 本社電話に同じ H25.7.15 H30.7.14 00100004430 汚,油,金,が

上川 ゆめひこう ㈲夢飛行 富良野市桂木町２番２０４号 0167-23-4065 0167-22-9000 H24.10.25 H29.10.4 00110138417
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

上川 よしおか ㈱吉岡 空知郡南富良野町字幾寅市街地 0167-52-2067 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100046726
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
が,糞,体,⑬

上川 よしだこうぎょう ㈲吉田工業 名寄市字徳田９８番地５７ 01654-3-3450 本社電話に同じ H25.11.8 H30.11.7 00100010517 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 よしのせいそうしょうじ 吉野清掃商事㈲ 旭川市神居２条１７丁目２番６号 0166-61-5732 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.23 00100019224
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

上川 よねたようき 米田容器㈱ 旭川市宮前１条５丁目３８５４番地の１ 0166-31-8116 本社電話に同じ H24.4.24 H29.4.23 00100146292 プ,紙,金,陶

上川 らいと ㈱ライト 旭川市東旭川北１条５丁目７番１５号 0166-36-3531 本社電話に同じ H23.3.4 H28.3.3 00100158904
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

上川 らいふこうぎょう ライフ興業㈱ 旭川市豊岡１５条６丁目７番１１号 0166-33-0029 本社電話に同じ H25.8.9 H30.8.8 00100173244 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 りあるほーむ リアルホーム㈱ 旭川市春光台２条１丁目２番９号 0166-59-5507 本社電話に同じ H24.10.22 H29.10.21 00100169012 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 りぷろめたる ㈱リプロメタル 上川郡当麻町宇園別２区７１６２番地 0166-84-5548 本社電話に同じ H24.6.26 H27.12.24 00110158111 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

上川 りやくうんゆ リヤク運輸㈱ 上川郡当麻町宇園別２区 0166-84-5444 本社電話に同じ H22.5.30 H27.5.29 00100030833 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

上川 りょくけんさんぎょう ㈱緑建産業 旭川市永山７条１４丁目４番１号 0166-48-1367 本社電話に同じ H25.11.6 H30.11.5 00100174666 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

上川 りょくとううんゆ ㈲緑東運輸
上川郡東神楽町北１条西４丁目２番２１
号

0166-83-7400 本社電話に同じ H23.2.21 H28.2.20 00100125323 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶

上川 りょくどこうさん ㈱緑土興産 旭川市末広東１条７丁目７番９号 0166-57-7620 本社電話に同じ H26.5.9 H31.5.8 00100177404 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 わいちけんせつ ㈱和壱建設 旭川市忠和８条５丁目５番２３号 0166-73-7990 本社電話に同じ H26.9.22 H31.9.21 00100179548 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

上川 わこうくりーん 和光クリーン㈲ 上川郡和寒町三笠１５９番地 0165-32-3344 本社電話に同じ H26.7.26 H31.7.25 00100020614 汚,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

上川 わたなべまもる 渡部守 旭川市神居１条７丁目１番３号 0166-61-1924 本社電話に同じ H27.2.17 H32.2.16 00100158324 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）


