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十勝 あーすぶつりゅう ㈱アース物流 中川郡幕別町本町１５番地 0155-54-2414 本社電話に同じ H23.1.24 H28.1.23 00100071382 プ,紙,木,繊,ゴ,陶

十勝 あーにすとほーむ ㈱アーニストホーム 帯広市白樺１６条西１９丁目１１番地１ 0155-34-3147 本社電話に同じ H23.6.22 H28.6.21 00100077738 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 あいこーけんざい ㈱アイコー建材 帯広市西１６条南５丁目３番２２号 080-3236-4916 本社電話に同じ H26.5.15 H31.5.14 00100177382 プ,木,金,陶,が

十勝
あいざわじゅうきけん
せつこうぎょう

相澤重機建設工業㈲ 帯広市西１１条南２４丁目９番地 0155-22-6590 本社電話に同じ H26.7.10 H31.6.14 00110019007 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

十勝 あおいりさいくる 葵リサイクル㈱ 河西郡芽室町東芽室基線１１番地７ 0155-62-8111 本社電話に同じ H25.2.22 H30.2.18 00100141092 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 あおきけんせつ 青木建設㈱ 河西郡芽室町東１１条１０丁目１番地 0155-62-3999 本社電話に同じ H24.6.11 H29.5.18 00100047775 プ,木,金,陶,が

十勝 あおきこうぎょう ㈲青木工業 広尾郡広尾町紅葉通南３丁目３番地４ 01558-2-6251 本社電話に同じ H23.8.30 H28.8.29 00100042368 プ,木,金,陶,が

十勝 あおたけんせつ ㈲青田建設 河東郡音更町木野大通西２丁目３番地 0155-31-6828 本社電話に同じ H26.3.25 H31.3.11 00100059606 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 あきまさ ㈱アキマサ 河東郡上士幌町東２線２２７番地 01564-2-3333 本社電話に同じ H24.3.30 H29.3.29 00100165503 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 あさいうんゆ ㈲浅井運輸 中川郡幕別町札内青葉町３１０番地の６ 0155-56-3141 本社電話に同じ H23.7.27 H28.7.26 00100041272
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

十勝 あさくらあっそう ㈲浅倉圧送 河東郡音更町新通２丁目５番地４ 0155-42-4469 本社電話に同じ H23.4.6 H28.4.5 00110126573
汚(生コンクリートが廃棄物となったも
の。),陶,が

有り

十勝 あさまさゆり 浅間　小百合 帯広市愛国町基線４１番地１６８ 0155-64-4034 本社電話に同じ H25.9.30 H30.9.29 00100173985 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
あしょろかもつじどう
しゃ

足寄貨物自動車㈱ 足寄郡足寄町南４条２丁目１３番地 01562-5-2227 本社電話に同じ H22.11.13 H27.11.12 00100073316 酸,プ,木,金,が

十勝 あすてっく ㈱アステック 帯広市東２条南２５丁目１５番地２ 0155-20-2272 本社電話に同じ H23.5.17 H28.5.8 00100127438 紙,木,陶,が

十勝 あすりー アスリー㈱ 河東郡音更町大通４丁目２番地２２0155-42ｰ2001 0155-42-2007 090-2697-64400155-42ｰ2001 090-2697-6440H25.12.4 H30.12.3 00110174984 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が 有り

十勝 あべ ㈱アベ 帯広市大通南３丁目１７番地１ 0155-22-3000 本社電話に同じ H25.8.20 H30.8.19 00100144249 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 あべぐみ ㈱阿部組
河東郡音更町宝来東町喜多１丁目７番
地７

0155-67-8419 本社電話に同じ H27.1.29 H32.1.28 00100181731 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

十勝 あべぞうえん ㈱阿部造園 河東郡音更町宝来北１条２丁目２番地 0155-31-2350 本社電話に同じ H26.1.23 H31.1.22 00100175931 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
あまのぼうすいこう
ぎょう

㈲天野防水工業 河東郡音更町南鈴蘭北２丁目１番地２１ 0155-31-0638 本社電話に同じ H23.3.3 H28.3.2 00100125776 プ,木,金,陶,が

十勝 あるむ ㈲アルム 帯広市稲田町基線１３番地２４ 0155-47-0993 本社電話に同じ H22.9.13 H27.9.12 00100156305 プ

十勝 いいのでんき ㈲飯野デンキ 帯広市西１７条北２丁目４７番２３号 0155-34-2026 本社電話に同じ H27.1.15 H32.1.14 00100181302 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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十勝 いがらしけんせつ ㈲五十嵐建設 河西郡芽室町東２条南６丁目２番地１０ 0155-62-3817 本社電話に同じ H24.10.18 H29.10.9 00100099508 プ,木,が

十勝 いがらしこうぎょう ㈱五十嵐興業 中川郡幕別町忠類幸町１０４番地１ 01558-8-2359 本社電話に同じ H26.1.9 H31.1.8 00100146690 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 いけがわどうろ ㈲池川道路 帯広市柏林台東町１丁目１０番地 0155-36-1353 本社電話に同じ H23.7.27 H28.7.12 00100128576 プ,木,ゴ,金,陶,が

十勝 いけしたさんぎょう 池下産業㈱ 広尾郡広尾町字茂寄９３６番地の１ 01558-2-5471 本社電話に同じ H24.11.21 H28.12.16 00100044819 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体,ば

十勝
いけだけんせつこう
ぎょう

池田建設工業㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番地５３ 0155-37-7213 本社電話に同じ H25.7.5 H30.7.4 00100172833 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 いけだせいそう いけだ清掃㈱ 中川郡池田町字清見２５８番地 015-572-4573 本社電話に同じ H27.3.17 H32.3.16 00110117209 プ,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 いけとどけん ㈱池戸土建 上川郡清水町本通９丁目１９番地 01566-2-2430 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.26 00100018072 汚,木,が

十勝
いしざきせつびこう
ぎょう

石﨑設備工業㈱ 河西郡芽室町東５条１丁目３番地 0155-62-2543 本社電話に同じ H25.1.18 H29.12.27 00100139934 プ,紙,木,金,陶,が

十勝 いしざきそうてつ 石﨑　相鉄 十勝郡浦幌町字幸町２２番地の１ 01557-6-2287 本社電話に同じ H26.9.17 H31.8.25 00110063758 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

十勝
いしのこんくりーとこう
ぎょう

石野コンクリート工業㈱ 中川郡幕別町依田５４５番地３ 0155-56-3999 本社電話に同じ H22.10.5 H27.10.4 00100150330 汚

十勝 いしばしけんせつ ㈱石橋建設 足寄郡陸別町字陸別基線３１２番地 0156-27-2114 本社電話に同じ H27.2.19 H27.10.12 00100034601 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 いぜんけんせつ ㈱伊善建設 帯広市西１０条南１２丁目３番地 0155-25-3906 0155-62-1749 H24.7.2 H29.6.5 00110136043 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

十勝 いちかわくみ ㈱市川組 帯広市緑ヶ丘２条通５丁目４番地 0155-26-1166 本社電話に同じ H26.4.21 H31.4.20 00100148463 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 いっせいぎけん 一成技建㈲ 中川郡幕別町緑町５０番地 0155-54-3396 本社電話に同じ H24.10.31 H29.10.30 00100138420 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 いのうえさんぎょう ㈱井上産業 中川郡本別町仙美里７１番地３ 01562-4-2336 本社電話に同じ H24.7.16 H29.7.15 00100086190 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 いのうえぶつりゅう ㈱井上物流 河西郡芽室町西士狩北４線５７番地１５ 0155-61-4646 本社電話に同じ H24.2.29 H29.2.28 00100164774
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
糞,が

十勝 いのこけんせつ ㈲猪子建設 河東郡音更町共栄台西１２丁目７番地 0155-31-3183 本社電話に同じ H26.4.23 H31.4.22 00110060834 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 いはらこうぎょう 井原工業㈱ 帯広市西５条南３９丁目１番１号 0155-48-2021 本社電話に同じ H22.8.18 H27.8.17 00100121096 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 いわさ ㈱岩佐 帯広市西２０条南５丁目２４番２号 0155-33-45810155-33-4581 0155-33-9099H26.12.25 H28.2.29 00110037644
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

有り

十勝 🏠 いわのしょうじ ㈲岩野商事
中川郡幕別町札内みずほ町３２６番地２
９

0155-55-6711 本社電話に同じ H26.11.8 H31.11.7 00100114711 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 うぃず ㈲ウィズ
埼玉県鶴ヶ島市脚折町４丁目２０番３号
ウインベルコーラス坂戸３０２号室

049-287-7455 0155-61-2288 H24.2.8 H29.2.6 00100133500 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/02/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%B2%A9%E9%87%8E%E5%95%86%E4%BA%8B-2/


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

十勝 うえしまこうぎょう 上嶋工業㈱ 帯広市西１６条南４丁目２１－２２ 0155-33-3111 本社電話に同じ H22.7.28 H27.7.27 00100028719 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 うえむらこうぎょう 上村工業㈱ 帯広市東４条南２５丁目４番地４ 0155-27-7073 本社電話に同じ H23.1.20 H27.8.22 00110155970 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 うえむらどけん 植村土建㈱ 上川郡新得町１条北１丁目２番地 01566-4-5011 0156-64-5718 H26.3.26 H31.3.8 00100109783 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 うすいじゅうき ㈲臼井重機 広尾郡広尾町野塚１０線３２番地 01558-2-5722 本社電話に同じ H23.7.13 H28.6.27 00110040864 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞 有り

十勝 うらほろでんき 浦幌電気㈱ 十勝郡浦幌町字宝町３９番地１７ 01557-6-2624 本社電話に同じ H23.6.30 H28.5.31 00110077375 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 うらほろとらっく 浦幌トラック㈱ 十勝郡浦幌町字万年３５１番地の４ 01557-6-308801557-6-3088 01557-6-6904H22.10.6 H27.9.25 00100033809 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 えいこうけんせつ 永光建設㈱ 帯広市西２０条北２丁目２８番地２１ 0155-34-4846 本社電話に同じ H24.6.4 H29.6.3 00100085091 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 えいわこうぎょう ㈲栄和工業 帯広市西１８条南２丁目１９番地１８ 0155-34-4408 本社電話に同じ H26.2.14 H31.2.13 00100176071 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 えこくりーん ㈱エコクリーン 河西郡芽室町西士狩北８線３４番地２ 0155-62-8267 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.26 00110150441 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 えすくりーん ㈱エスクリーン 広尾郡大樹町字下大樹１７６番地３９ 01558-9-6330 090-2692-2416 H23.12.1 H28.11.30 00110131995
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
が,糞,体,ば

有り

十勝 えたーなる ㈱エターナル 帯広市西２４条南３丁目４１番地２ 0155-67-1230 本社電話に同じ H24.1.18 H29.1.17 00100164176 プ,ゴ,金,陶

十勝
えぬてぃーりさいくる
ふぁーむ

㈱NTリサイクルファーム 帯広市川西町基線５４番地７ 0155-59-2454 本社電話に同じ H23.7.22 H28.7.13 00100129074 汚,残,糞,体

十勝
えふあーるぴーうちや
ま

ＦＲＰウチヤマ㈱ 帯広市西２３条北１丁目１番６号 0155-37-1414 本社電話に同じ H22.4.21 H27.4.20 00100154185 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 えふらいん ㈲エフライン 河東郡音更町宝来西町南２丁目２番地５ 0155-30-7088 本社電話に同じ H24.12.17 H29.12.16 00100169824
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体

十勝 えるばほっかいどう ㈱エルバ北海道 帯広市西２３条北４丁目１番地２７ 0155-38-8011 本社電話に同じ H26.3.31 H31.3.17 00110109770 プ,金,陶 有り

十勝 おおぐちじゃり ㈲大口砂利 帯広市東１条北１丁目４番地 0155-24-60120155-24-6012 0155-37-4438H26.10.28 H31.10.27 00110063266 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 おおたけいてつ ㈲太田軽鉄 帯広市東１４条南４丁目１番地 0155-25-3059 本社電話に同じ H27.1.19 H31.12.27 00100026917 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
おおつはいかんこう
ぎょう

㈲大津配管工業 帯広市西２２条南１丁目１１番地１６ 0155-38-8702 本社電話に同じ H22.11.11 H27.11.10 00100123087 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
おおまえじゅうきこう
ぎょう

㈲大前重建工業
河東郡音更町字下士幌北３線東５１番地
８７

0155-30-1679 本社電話に同じ H24.2.22 H29.1.24 00100080165 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
おおわだはつりこう
ぎょう

大和田斫工業㈲
河東郡音更町木野大通東１４丁目５番地
２６

0155-31-2593 本社電話に同じ H24.5.14 H29.5.13 00100084794 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 おくだこうぎょう 奥田工業㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番地 0155-37-4417 本社電話に同じ H23.1.20 H28.1.19 00100158291 プ,金,陶,が
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十勝
おとふけうんゆこう
ぎょう

音更運輸工業㈱ 河東郡音更町木野大通西５丁目２番地３ 0155-31-46110155-42-3111 0155-42-4356H26.6.13 H31.5.30 00110018252 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝
おとふけかもつじどう
しゃ

音更貨物自動車㈲ 河東郡音更町大通１丁目１番地 0155-42-2517 本社電話に同じ H22.7.31 H27.7.30 00100071381 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
おとふけかんきょうか
んりせんたー

㈲音更環境管理センター 河東郡音更町緑陽台南区２１番地５ 0155-30-6000 本社電話に同じ H26.4.24 H31.4.19 00100060646 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

十勝 おとふけでんせつ 音更電設㈱ 河東郡音更町南鈴蘭南２丁目５番地 0155-31-1711 本社電話に同じ H24.11.28 H29.11.27 00100169723 プ,が

十勝
おとふけりくそううん
ゆ

㈲音更陸送運輸
河東郡音更町木野大通東１３丁目１番地
２２

0155-31-1111 本社電話に同じ H23.8.8 H28.7.24 00100078844 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 おびがすさーびす ㈱帯ガスサービス 帯広市西９条南８丁目５ 0155-24-6000 本社電話に同じ H26.9.29 H31.9.28 00100179647 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 おびとううんゆ 帯東運輸㈲ 河西郡芽室町東芽室北１線２２番地１５ 0155-62-8000 本社電話に同じ H25.3.10 H30.3.9 00100047295 プ,木,ゴ,金,陶,が

十勝
おびひろかもつじどう
しゃ

帯広貨物自動車㈱ 帯広市西１６条北１丁目２７番地４４ 0155-36-7277 本社電話に同じ H26.2.9 H31.2.8 00100014666 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,鉱,が,糞,体

十勝
おびひろこうがいぎ
じゅつせんたー

㈱帯広公害防止技術セン
ター

帯広市東８条南３丁目１番地 0155-22-3677 本社電話に同じ H26.4.27 H31.4.26 00100017399 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 おびひろこうき 帯広工機㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番４３号 0155-37-4421 本社電話に同じ H23.9.15 H28.9.14 00100162043 油,木,金,が

十勝
おびひろじゅうりょうけ
んせつうんゆ

帯広重量建設運輸㈱ 河西郡芽室町東芽室北１線２０番地１６ 0155-66-7020 本社電話に同じ H26.2.5 H30.12.11 00100056160 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
おびひろせいそうこう
むてん

㈲帯広清掃工務店 帯広市緑ケ丘１条通３丁目７番地 0155-24-1955 本社電話に同じ H26.6.25 H31.5.29 00100018060 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,ば

十勝 おびひろつうしょう 帯広通商㈱ 帯広市稲田町西１線１８番地１８ 0155-48-3111 本社電話に同じ H26.6.8 H31.5.30 00100019008 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が,糞

十勝
おびひろとうよううん
ゆう

㈱帯広東洋運輸 河東郡音更町南住吉台１２番地６ 0155-42-2222 本社電話に同じ H25.4.30 H30.4.29 00100053774 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 おびひろはいそう ㈲帯広配送 帯広市西２４条北２丁目５番地５８ 0155-67-5981 本社電話に同じ H24.1.25 H29.1.8 00100082293 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

十勝
おびひろはうすくりー
にんぐ

帯広ハウスクリーニング㈲ 帯広市南の森東４丁目３番地４ 0155-48-1259 本社電話に同じ H23.5.10 H28.5.9 00100076681 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 おびひろびるかんり 帯広ビル管理㈱ 帯広市大通南１５丁目１９番地 0155-24-7111 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00100064197 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 おびひろふれいと 帯広フレイト㈱ 帯広市東３条南２７丁目２番地１８ 0155-61-2787 本社電話に同じ H22.4.25 H27.4.24 00100030049 汚,プ,木,金,陶,が

十勝 かさはらけんせつ 笠原建設㈱ 中川郡幕別町緑町１２番地の８０ 0155-54-4904 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.26 00100120428 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 かじおかえん ㈱梶尾花園 帯広市西３条北１丁目１３番地 0155-24-05050155-24-0505 0155-54-2828H26.7.12 H31.7.11 00100062691 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 がっしょうけんせつ ㈱合掌建設 中川郡池田町字西１条１１丁目２番地４９ 01557-2-2197 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.7 00100046485 燃,プ,木,金,陶,が
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十勝 かつみでんき 勝海電気㈱ 広尾郡大樹町字下大樹１８９番地２５ 01558-6-2139 本社電話に同じ H24.8.17 H29.8.16 00100167886 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 かとうけんせつ 加藤建設㈱ 中川郡幕別町忠類白銀町２００番地 01558-8-2011 本社電話に同じ H23.6.24 H28.6.18 00100040668 汚,プ,木,金,陶,が

十勝 かとうけんせつ ㈱加藤建設 帯広市西２１条南２丁目１６番９号 0155-33-5810 本社電話に同じ H26.4.10 H31.4.6 00100148266 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 かどこうぎょう 門工業㈱ 中川郡豊頃町茂岩新和町１０３番地 01557-4-2775 本社電話に同じ H26.4.9 H31.4.8 00100060209 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 かねけんゆそう ㈲カネケン輸送 中川郡幕別町札内北町１６番地の２１ 0155-56-7100 本社電話に同じ H23.4.17 H28.4.16 00100126729 プ,木,金,陶,が

十勝
かねやまやまねしょう
てん

㈲カネヤマ山根商店 中川郡本別町北６丁目１２番地の１０ 01562-2-2241 本社電話に同じ H25.12.10 H30.12.9 00100057506 燃,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
かまだけんせつこう
ぎょう

鎌田建設工業㈱ 中川郡本別町共栄２３番地１５ 0156-22-4011 本社電話に同じ H26.11.18 H31.11.17 00100065509 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 かみしほろとらっく 上士幌トラック㈱ 河東郡上士幌町上士幌１３８番地 01564-2-2023 本社電話に同じ H23.8.23 H28.8.6 00100041955 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 かりかちさんぎょう 狩勝産業㈱ 上川郡新得町字上佐幌西３線４９番地２ 0156-64-4447 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.26 00100018075 残,固,体,⑬(廃肉骨粉)

十勝 かわかみけんそう ㈲カワカミ建装 帯広市西２５条南３丁目２５番地３ 0155-37-8361 本社電話に同じ H27.1.15 H31.12.6 00100066122 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 かわじりさんぎょう 川尻産業㈱ 河東郡音更町宝来北１条２丁目１番地 0155-31-5767 本社電話に同じ H26.8.20 H31.8.5 00100063267 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 かわむらぐみ ㈱川村組
河東郡上士幌町字上士幌東２線２３４番
地

01564-2-3131 本社電話に同じ H27.1.8 H31.12.14 00100115559 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 かんきょう ㈱かんきょう 河西郡芽室町西１条南３丁目２番地１２ 0155-62-0123 0155-33-9166 H24.9.26 H29.9.4 00110050246
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

十勝 かんきよう ㈱カンキヨウ 上川郡新得町字新得東１線３２番地８ 01566-4-5613
01566-4-5613
0155-23-5613
01566-6-3302

H23.9.5 H28.9.4 00110004502
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

十勝 かんたく ㈱環拓 十勝郡浦幌町字共栄１０１番地 015-576-5056 本社電話に同じ H25.6.7 H30.5.28 00100142682 プ,木,ゴ,金,陶,が

十勝 かんばらしんいち 神原　伸一 帯広市西１８条南５丁目４８番地９ 0155-36-6382 本社電話に同じ H22.7.26 H27.7.23 00100071022 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
きたにほんかんきょう
えなじー

北日本環境エナジー㈱ 河東郡士幌町字士幌本通東４０番地 01564-5-2235 本社電話に同じ H25.8.29 H30.8.28 00100173718 汚,油(動植物性油),酸(廃牛乳)

十勝 きたゆういち 北　雄一 河東郡音更町北鈴蘭北３丁目１番地１５ 0155-67-4992 0155-67-5579 H24.8.29 H29.8.21 00100137564 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 きつい　よしたか 橘井　良公 帯広市東１条南２６丁目１４番地１ 080-1894-7849 本社電話に同じ H25.12.3 H30.12.2 00100175059 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 きどけんせつ ㈲木戸建設 広尾郡大樹町南通１丁目１２番地の１ 01558ｰ6ｰ3241 本社電話に同じ H25.10.17 H30.10.16 00100174256 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 きねぶちこうぎょう 杵渕工業㈲ 帯広市幸福町東１線１６１番地 0155-64-4407 本社電話に同じ H24.8.3 H29.7.17 00100049240 プ,木,金,陶,が
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十勝 きゅうじ　かずま 久司　和真 中川郡本別町南４丁目７６番地１ 0156-22-2335 本社電話に同じ H27.2.10 H32.2.3 00100153245 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 きょうえい　うんゆ ㈲共栄運輸 広尾郡広尾町陣屋７０番地６ 01558-2-5551 本社電話に同じ H23.2.8 H28.2.7 00100158424 プ,紙,木,繊,陶,が

十勝 きょうりつうんゆ 共立運輸㈲ 帯広市西２４条北１丁目３番３１号 0155-37-5161 本社電話に同じ H22.5.28 H27.5.19 00100015675 プ,木,金,陶,が

十勝 きょうりつきこう ㈲協立機興 中川郡豊頃町茂岩末広町１９９番地３ 01557-4-3504 本社電話に同じ H23.5.10 H28.5.9 00100018910 プ,紙,木,金,陶,が

十勝
きょうわかもつじどう
しゃ

㈱共和貨物自動車 河西郡芽室町東芽室北１線８番地４ 0155-62-5510
01557-6-2272
0155-62-5510

H23.6.22 H28.6.21 00100040638
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

十勝 きんたろうぶひん ㈱金太郎部品 帯広市西２０条北２丁目２２番地 0155-41-2981 本社電話に同じ H25.4.15 H30.3.26 00110051862 酸,ア,プ,金,陶 有り

十勝 くすしげけんせつ ㈱楠茂建設 中川郡本別町山手町５番地１９ 0156-22-2782 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.13 00100021065 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 くぼたさんぎょう 久保田産業㈱ 河西郡中札内村大通北３丁目４３番地 0155-67-2165 本社電話に同じ H23.7.13 H28.6.27 00100040185 プ,木,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 くまがいこうぎょう ㈱熊谷興業 帯広市西２３条南１丁目３５番地 0155-64-4127 本社電話に同じ H23.12.12 H28.12.11 00100131610 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 くりあろーど クリアロード㈱ 上川郡清水町字清水７８３番地 0156-62-5359 本社電話に同じ H26.5.2 H31.5.1 00100177144 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 くりーんかいはつ クリーン開発㈱ 帯広市西２３条北１丁目１番１６号 0155-37-4060
0155-62-9038
01566-2-3188
01564-9-2385

H22.8.1 H27.7.31 00110032406 燃,汚,油,酸,ア,プ,残,金,糞,ば 有り

十勝
くりーんずほっかいど
う

㈱クリーンズ北海道 河西郡芽室町東１１条９丁目１番地９ 0155-66-6050 本社電話に同じ H23.11.9 H28.11.8 00100131611 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ぐろーばるこうぎょう グローバル工業㈲ 帯広市西１７条南３丁目３３番１号 0155-33-3763 本社電話に同じ H23.8.22 H28.8.21 00100129757 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ぐんじうんそう ㈲軍司運送 帯広市西２２条南２丁目１番地５８ 0155-37-4699 本社電話に同じ H26.7.28 H31.7.27 00100063060 プ,紙,木,金,陶,が

十勝 けいせいうんゆ ㈱ケイセイ運輸 帯広市西２４条北１丁目３番２号 0155-37-4521 本社電話に同じ H26.7.24 H31.7.1 00100062346 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 けいほくうんゆ ㈲ケイホク運輸 帯広市東３条南１７丁目２番地 0155-25-0883
0155-25-0877
0155-38-8118

H23.7.27 H28.7.17 00100078478 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 けーあんどわい ㈱ケーアンドワイ 帯広市川西町基線２２番地３９ 0155-66-4673 本社電話に同じ H24.2.23 H29.2.22 00100164702 プ,ゴ,金,陶

十勝 けーえむこうぎょう ㈲ケーエム興業 河東郡音更町南鈴蘭南２丁目２番地５ 0155-31-5804 本社電話に同じ H25.4.10 H30.4.9 00100053411 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 けーでんしゃ ㈱ケーデンシャ 帯広市西１２条北２丁目３番地１ 0155-67-4484 本社電話に同じ H22.7.26 H27.7.25 00100155330 プ,ゴ,金,陶

十勝 けんしょうじゅうけん ㈲健勝重建 河東郡鹿追町鹿追北５線２番地２３ 0156-66-3508 本社電話に同じ H25.3.25 H30.3.24 00100141493 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 こうえいこうぎょう ㈱光栄工業
河東郡上士幌町字上士幌東２線２２６番
地

01564-2-3425 本社電話に同じ H23.1.18 H28.1.17 00100036621 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞
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十勝 こうさい ㈱コウサイ 帯広市西１１条北６丁目８番地１２ 0155-34-9538 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.28 00100178784 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 ごうどうつううん 合同通運㈲ 中川郡幕別町字千住３９７番２８ 0155-56-3933 本社電話に同じ H23.8.7 H28.8.6 00100041954 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 こうふくうんゆ 幸福運輸㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番地６０ 0155-37-2002 本社電話に同じ H27.3.9 H32.3.8 00100015676 油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 こうわうんゆ ㈲幸和運輸 河東郡音更町宝来仲町南１丁目２番地７ 0155-32-4033 本社電話に同じ H26.3.6 H31.2.24 00100147528 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 こえださんぎょう ㈲小枝産業 河東郡音更町木野大通西１０丁目１番地 0155-31-1826 本社電話に同じ H25.3.22 H30.3.9 00100141495 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ごかくたくや 牛角　琢也 帯広市西１４条南３５丁目３番１４号 0155-22-7225 本社電話に同じ H23.3.13 H28.3.12 00100126073 プ,金,陶

十勝
ごけんぼうすいこう
ぎょう

㈱互建防水工業 帯広市西１０条南１１丁目２番地６ 0155-25-5776 本社電話に同じ H22.12.26 H27.12.25 00100036462 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 こすもしょうじ ㈲コスモ商事 河西郡中札内村東３条北３丁目７番地 0155-68-3563 本社電話に同じ H26.4.5 H31.4.4 00100110242
燃,汚,油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,
ば

十勝 こてらけんせつ 小寺建設㈱
河東郡上士幌町字上士幌東２線２２９番
地

01564-2-2358 本社電話に同じ H22.7.6 H27.7.3 00100119895 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ことぶきこうぎょう 寿工業㈱ 河西郡中札内村協和東１線２４９番地３ 0155-67-2114 本社電話に同じ H22.9.22 H27.9.21 00100033997 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 こんとらさーびす ㈱コントラサービス
河東郡上士幌町字居辺東１８線２５９番
地５

01564-2-5314 本社電話に同じ H25.4.23 H30.4.22 00100142113 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

十勝 こんのけんせつ 紺野建設㈱ 上川郡清水町南３条８丁目１番地 0156-62-2362 本社電話に同じ H24.2.10 H29.2.9 00100164704 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 さいとういでけんせつ 斉藤井出建設㈱ 足寄郡足寄町南６条４丁目６２番地 0155-25-2353 本社電話に同じ H26.5.23 H31.4.30 00100148610 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

十勝
さいとうじゃりこうぎょ
う

㈲斉藤砂利工業 中川郡幕別町字軍岡１２番地 0155-54-2614 本社電話に同じ H26.6.15 H31.6.14 00100019005 プ,木,金,陶,が

十勝
さかきけんせつこう
ぎょう

㈱サカキ建設工業 上川郡清水町南８条７丁目４番地 01566-2-2195
01566-2-2195
01566-3-2339

H26.5.26 H31.5.25 00100018069 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 さかもとかずひろ 坂本　和啓 中川郡池田町字利別本町６番地の１ 015-572-2265 本社電話に同じ H22.12.22 H27.12.21 00100124235 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 さかもとてっこうじょ ㈲坂本鉄工所 河西郡芽室町東芽室北１線４番地１３ 0155-62-5661 本社電話に同じ H23.3.29 H28.3.28 00100126575 プ,金,陶,が

十勝 さくしん ㈱サクシン 十勝郡浦幌町字住吉町６３番地１７ 015-576-3750 本社電話に同じ H22.7.30 H27.7.29 00110102932 プ,ゴ,金,陶 有り

十勝 さくらいこうぎょう ㈲桜井工業 河東郡音更町緑陽台仲区２番地７ 0155－31－4912 本社電話に同じ H27.2.20 H32.3.12 00100181962 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 さくらいさんぎょう ㈲桜井産業 河西郡芽室町東芽室北１線２０番地２９ 0155-62-7431 本社電話に同じ H27.2.28 H32.2.27 00100028611 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 ささがわぐみこうぎょう 笹川組工業㈱ 上川郡清水町本通７丁目８番地 01566-2-2070 本社電話に同じ H24.5.28 H29.5.17 00100135373 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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十勝 ささきこうぎょう 佐々木工業㈱ 帯広市西４条南２４丁目７番地 0155-23-3266 本社電話に同じ H23.1.28 H28.1.27 00100158374 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
さつないせいそうせん
たー

㈲札内清掃センター 中川郡幕別町札内青葉町３０８番地 0155-56-3390 本社電話に同じ H26.10.27 H31.10.26 00100114625 プ,金,陶

十勝 さつないとらっく 札内トラック㈲ 中川郡幕別町札内桜町９８番地の６ 0155-22-3410 本社電話に同じ H22.8.23 H27.8.13 00100071627 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 さとうじゅうき ㈲佐藤重機 中川郡本別町向陽町５５番地 0156-22-5768 本社電話に同じ H25.2.5 H30.1.30 00100140685 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

十勝 さむたっく ㈱サムタック 帯広市西２０条北２丁目１７番地 0155-33-3818 本社電話に同じ H22.8.10 H27.7.17 00110032229
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

十勝
さやまけんせつこう
ぎょう

佐山建設工業㈱ 中川郡幕別町字明野２１４番地の２ 0155-54-3843 本社電話に同じ H26.11.17 H31.11.16 00100019009 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 さらべつうんゆ ㈲更別運輸 河西郡更別村字更別１９２番地２９ 0155-52-2017 本社電話に同じ H27.3.27 H32.3.26 00100068277 酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 さらべつきぎょう ㈱更別企業 河西郡更別村字更別南１線９６番地５７ 0155-52-3183 本社電話に同じ H23.2.14 H28.2.13 00100074980
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体

十勝 さんえいさーびす ㈲サンエイサービス 河東郡音更町東通２０丁目２番地８ 0155-42-6655 本社電話に同じ H22.4.13 H27.4.4 00100068781 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 さんえいぼくじょう 農事組合法人サンエイ牧場 広尾郡大樹町字日方５番地１ 01558-7-7382 本社電話に同じ H24.9.25 H29.9.24 00100168098 糞

十勝 さんきょううんゆ 三協運輸㈱
上川郡清水町南４条西４丁目１１番地の
１

01566-2-283501566-2-2533 01566-2-2835H26.5.27 H31.5.26 00100018070 汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。),木,陶,が

十勝
さんきょうとらんす
ぽーと

㈱三協トランスポート 河西郡芽室町東芽室北１線１８番地１５ 0155-61-3361 本社電話に同じ H22.5.21 H27.5.20 00100154713 プ,金,陶

十勝 さんきょうびけん ㈲三協美研 帯広市西１９条北３丁目２７番地１ 0155-25-4815 本社電話に同じ H26.6.5 H31.5.30 00100018443 燃,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

十勝 さんこうさんぎょう ㈲三幸産業 広尾郡広尾町字野塚８線４３番地 01558-5-2091 本社電話に同じ H24.10.20 H29.10.19 00100050780 プ,木,金,陶,が

十勝 さんしょううんゆ 三勝運輸㈱ 帯広市昭和町基線１３１番地３ 0155-64-4006 本社電話に同じ H23.9.5 H28.8.21 00100078955 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 さんてくの サンテクノ㈱ 帯広市西２３条北２丁目１７番１０号 0155-37-1811
0155-62-8170
0155-42-2730

H25.2.28 H30.2.27 00110102272
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

十勝 さんめい ㈲三明 帯広市西１２条南９丁目１０番地３ 0155-58-6131 本社電話に同じ H27.3.10 H32.3.9 00100153720 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
さんようりょっかこう
ぎょう

㈲三葉緑化興業 河西郡芽室町東５条１０丁目４番地 0155-62-2414
0155-62-2414
0155-62-1183

H24.1.28 H29.1.27 00100045535 プ,木,金,陶,が

十勝 さんらいと ㈱サンライト 帯広市西２４条北２丁目５番地７５ 0155-37-0160 本社電話に同じ H23.6.15 H28.6.14 00100160530 が

十勝 さんりつうんゆ 三立運輸㈲ 河西郡更別村更別１９４番２２ 0155-52-2935 本社電話に同じ H23.3.23 H28.3.22 00100082651 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 さんわこうぎょう 三和鑛業㈲ 帯広市西５条南９丁目２番地１５ 0155-23-3319
0155-23-3319
0155-62-1130

H25.12.27 H30.12.23 00100012167 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が
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十勝 さんわじょうか 三和浄化㈱ 帯広市西１７条北１丁目２番４号 0155-35-8170 本社電話に同じ H25.10.25 H30.10.13 00100145394 汚,油,木,ゴ,金,陶,鉱,が

十勝 さんわでんせつ 三和電設㈱ 広尾郡広尾町東１条５丁目１番地 01558-2-2240 本社電話に同じ H25.6.27 H30.6.26 00100172607 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 じおっくす ㈱ジオックス 河東郡音更町新通１丁目６番地１９ 0155-32-4855 本社電話に同じ H25.11.28 H30.11.27 00100145976 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 じおっくすさんぎょう ジオックス産業㈱ 中川郡本別町上本別２２番地６ 0156-22-2525 本社電話に同じ H24.3.22 H29.3.21 00100165502 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
しかおいかもつじどう
しゃ

鹿追貨物自動車㈱ 河東郡鹿追町西町３丁目５番地 01566-6-2415 本社電話に同じ H23.7.4 H28.6.3 00100040067 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
しかおいきょうどううん
ゆ

㈱鹿追協同運輸 河東郡鹿追町新町４丁目５１番地 0156-66-2744 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.2 00100011518 燃,汚,酸,ア,プ,木,金,陶,が,体

十勝 しばたこうぎょう ㈲柴田工業 河西郡芽室町東１０条７丁目３番地１０ 0155-62-8424 本社電話に同じ H26.9.10 H31.9.9 00100113765 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 しほろうんゆ 士幌運輸㈲ 河東郡士幌町字士幌西２線１３８番地１９ 01564-5-2456 本社電話に同じ H24.5.21 H29.4.25 00100047130 燃,汚,酸,ア,プ,木,金,陶,が,ば

十勝 しほろかもつ 士幌貨物㈱
河東郡音更町木野大通東８丁目６番地３
４

0155-31-3882 本社電話に同じ H22.9.22 H27.9.21 00100033996 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
しみずあさひやまがく
えん

社会福祉法人清水旭山学園 上川郡清水町字旭山南８線５８番地１ 0156-63-2134 0156-63-3003 H25.7.12 H30.7.7 00110131067 プ,金,陶 有り

十勝 しみずうんそう 清水運送㈱ 上川郡清水町南１条１丁目５番地 0156-62-2266 0155-62-3335 H27.2.10 H32.2.9 00100116576 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,ば

十勝
しみずかいはつこう
ぎょう

清水開発工業㈱ 上川郡清水町字清水７２８番地１ 0156-62-2188 本社電話に同じ H26.1.16 H30.12.16 00100146304 汚(道路清掃汚泥に限る。),木,が

十勝
しみずかもつこうぎょ
う

清水貨物工業㈱ 上川郡清水町字清水７２８番地１ 0156-62-2188
0156-62-2188
0156-62-5639

H25.12.5 H30.11.27 00100146108 汚,木,が,糞

十勝
しみずけんせつこう
ぎょう

㈱シミズ建設工業 上川郡清水町北３条西６丁目８番地１ 0156-62-2677 本社電話に同じ H26.8.21 H31.7.29 00100150261 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝
じもじゅうけんせつこう
ぎょお

下重建設興業㈱ 帯広市東１５条南４丁目１番地５４ 0155-23-2896 本社電話に同じ H23.3.11 H28.3.10 00100073580 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 じゅうけいかくふるた ㈱住計画ＦＵＲＵＴＡ 帯広市西１９条南２丁目２５番４号 0155-35-5181 本社電話に同じ H23.11.1 H28.10.31 00100162920 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 じゅうけんこうぎょう 住建工業㈱ 帯広市西１９条南１丁目４番地１５ 0155-36-7043 本社電話に同じ H22.10.13 H27.9.26 00100122068 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 しょうえい ㈱ショウエイ 帯広市西6条南１２丁目１６番地 0155-27-7005 本社電話に同じ H26.5.28 H31.5.27 00100177531 プ,紙,金,陶,が

十勝 しょうえいうんゆ ㈱松栄運輸 中川郡幕別町字千住３９７番地２６ 0155-56-3566
0155-56-3566
0144-53-0277

H25.8.30 H30.8.5 00100105547 汚,プ

十勝 しょうけんこうぎょう ㈱勝建工業 足寄郡足寄町南６条７丁目２２番地 01562-5-3874 本社電話に同じ H22.8.6 H27.8.5 00100068459 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 じょうしょうりくはん ㈲上勝陸搬 帯広市西１９条南５丁目２２番１号 0155-34-1432 本社電話に同じ H22.4.28 H27.4.27 00100118250
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,
糞,体
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十勝 しょうわこうぎょう 昭和工業㈱ 帯広市西１８条南１丁目１４番地 0155-33-3405
0155-33-3405
0155-37-3912

H24.6.14 H29.6.13 00100085649 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
しらたたいやしょうか
い

㈲白田タイヤ商会 河西郡芽室町東５条１０丁目１番地１ 0155-62-2870 本社電話に同じ H24.7.23 H29.7.22 00110167452 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 しんえいこうぎょう 信栄工業㈱ 河西郡芽室町東芽室基線１１番地７ 0155-62-8009 本社電話に同じ H25.7.28 H30.7.27 00100105306 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 しんせいうんゆ ㈲新清運輸 上川郡新得町屈足旭町３丁目２５番地 01566-5-3380 本社電話に同じ H23.5.16 H28.4.25 00100076377 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 しんとくうんゆ ㈲新得運輸 上川郡新得町屈足柏町４丁目１５番地 01566-5-2450 本社電話に同じ H23.3.3 H28.3.2 00100125775 汚

十勝
しんとくきょうどううん
ゆ

新得協同運輸㈲ 上川郡新得町１条南７丁目１番地 01566-4-4200 本社電話に同じ H22.4.21 H27.4.4 00100117402
汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,体,⑬
(廃肉骨粉に限る。)

十勝 すうぃんぐ ㈲スウィング 帯広市西１７条南３６丁目１番地２５ 0155-47-0347
0155-47-0347
0155-22-4344
0155-33-6888

H23.11.9 H28.10.30 00100080982 プ,紙,ゴ,金,陶

十勝 すぎえい ㈱杉永 河東郡音更町木野西通１０丁目７番地 0155-30-1313 本社電話に同じ H24.8.28 H29.8.27 00100137313 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 すぎやまきんごく ㈲杉山金属 広尾郡大樹町高校通２６番地の１９ 01558-6-3077 本社電話に同じ H25.7.7 H30.7.6 00100004857
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
ば,⑬

十勝 すずけんこうぎょう ㈱鈴建興業 帯広市西１６条北２丁目２４番１６号 0155-35-3321
0155-35-3321
0155-62-7737

H26.5.31 H31.5.30 00100018445 汚,プ,木,金,陶,が

十勝 すどう ㈲スドウ 河東郡音更町大通２０丁目１０番地６ 0155-45-4601 本社電話に同じ H26.8.13 H31.8.12 00100112359 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 せいのしょうてん ㈲清野商店 帯広市西１５条南１丁目２番地２ 0155-34-6371 本社電話に同じ H24.10.10 H29.10.9 00100135804 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 せいりゅうさーびす ㈲清流サービス 河東郡音更町東通１２丁目２番地３３ 0155-42-4434 本社電話に同じ H25.7.10 H30.7.7 00100143337 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 せいわうんゆ ㈱誠和運輸 帯広市西１６条北２丁目１番８号 0155-36-8223 本社電話に同じ H26.11.25 H31.11.24 00100032818 プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

十勝 そうこううんゆ ㈲双幸運輸 帯広市南の森西４丁目４番地１１ 0155-47-1039 本社電話に同じ H26.6.12 H31.6.7 00100061889 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 だいえいうんゆ 大栄運輸㈲ 中川郡豊頃町豊頃旭町１２１番地 01557-4-2156 本社電話に同じ H23.5.17 H28.5.1 00100076533 汚,プ,木,金,陶,が

十勝 たいきうんゆ ㈱大樹運輸 広尾郡大樹町寿通２丁目１８番地 01558-6-3171 本社電話に同じ H24.5.24 H29.5.20 00100046511 汚,プ,木,金,陶,が

十勝 たいきかもつ ㈲大樹貨物 広尾郡大樹町字下大樹１８５番地３ 01558-6-3031 本社電話に同じ H23.4.2 H28.4.1 00100075977 酸,ア,プ,木,残,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 たいきこうぎょう タイキ工業㈱
帯広市西１条南２９丁目１７番地１レオパ
レスＴＡＩＫＩ－Ⅰ－１１１号

0155-22-3431 本社電話に同じ H24.9.24 H29.9.19 00100017398 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たいきせいそうしゃ ㈲大樹清掃社 広尾郡大樹町柏木町１１番地１５ 01558-6-2444 本社電話に同じ H26.5.8 H31.4.22 00100060835 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

十勝 だいげんこうぎょう 大玄工業㈱ 帯広市西１９条南１丁目７番３３ 0155－33－0111 0155－54－2020 H27.3.13 H32.3.12 00110181641 汚,プ,紙,木,金,陶,が 有り

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

十勝 だいこうしょうさん ㈲ダイコウ商産 足寄郡足寄町西町４丁目１番地２０ 0156-25-2390 本社電話に同じ H24.9.20 H29.9.19 00100137652 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 だいこうせつび ㈲大光設備 帯広市西２０条南４丁目３２番９号 0155-35-7264 本社電話に同じ H23.5.31 H28.5.18 00100127611 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たいしょううんゆ 大正運輸㈱ 帯広市昭和町基線１０７番地２４ 0155-64-5356 本社電話に同じ H22.11.2 H27.11.1 00100073197 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

十勝 だいしんうんゆ ㈱大心輸送 上川郡清水町字清水基線４７番地 01566-2-5122 本社電話に同じ H26.11.19 H31.10.28 00110065301 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

十勝 たいせいしりょう タイセイ飼料㈱
河東郡音更町字下士幌北２線東２９番地
５

0155-31-3731 本社電話に同じ H25.12.24 H30.12.2 00100107165 残

十勝 たいせつうんゆ 大雪運輸㈲ 上川郡新得町字新得基線６７番地 01566-4-5523
01566-4-5523
0155-62-8883

H23.6.1 H28.5.31 00100077374 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 だいそううんゆ 大惣運輸㈱ 広尾郡広尾町字野塚７７２番地 01558-2-5670
01558-2-5670
01463-6-5151

H23.8.8 H28.7.24 00100041493 燃,汚,プ,木,残,ゴ,金,陶,鉱,が

十勝 たいつううんゆ ㈱タイツウ運輸 帯広市西２０条南１丁目１４番地２７ 0155-36-5007 本社電話に同じ H26.5.31 H31.5.30 00100018058
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

十勝 たいほうかもつ 大豊貨物㈲ 中川郡豊頃町農野牛２４番地 01557-4-2938 本社電話に同じ H26.12.13 H31.12.12 00100115558 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,ば

十勝 だいやうんそう ダイヤ運送㈲ 帯広市東１１条南１６丁目３番地 0155-22-1518 本社電話に同じ H26.5.30 H31.5.29 00100018250 プ,木,金,陶,が

十勝
たいようせいそうき
ぎょうくみあい

大洋清掃企業組合 帯広市西２４条北４丁目３番地 0155-37-6002 本社電話に同じ H26.6.5 H31.5.30 00100019006 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 たかぎびそう ㈱高木美装 中川郡幕別町札内西町９１番地４ 0155-25-8033 本社電話に同じ H25.10.31 H30.10.30 00100145577 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たかけん ㈱タカケン 帯広市西１５条北８丁目３番地 0155-35-6866 本社電話に同じ H23.2.17 H28.2.16 00100125615 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 たかだまこうぎょう 高玉興業㈱ 河東郡音更町大通５丁目４番地 0155-42-3093 本社電話に同じ H23.1.12 H28.1.11 00100124603 プ,木,金,陶,が

十勝 たかどうけんせつ 髙堂建設㈱ 帯広市東１条南１７丁目２番地 0155-23-157801558-2-2757 01558-9-6022H23.11.20 H28.11.19 00100131265 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 たかのこうぎょう 髙野工業㈱ 上川郡清水町南１条６丁目２１番地 0156-62-2360 本社電話に同じ H25.4.1 H30.3.31 00100171406 油,プ,紙,木,金,陶,が

十勝 たかはしかずえ 髙橋一恵 帯広市西１７条南５丁目４番地６３ 0155-35-7171 本社電話に同じ H26.5.30 H31.5.29 00100177532 汚,油,ﾌﾟ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

十勝 たかはしぎけん ㈲髙橋技建 帯広市自由が丘１丁目５番地３ 0155-33-5541 0155-41-9466 H22.8.16 H27.8.15 00100121097 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たかはしぐみ ㈱髙橋組
河東郡音更町木野大通東１３丁目３番地
２６

0155－31－4594 本社電話に同じ H26.4.14 H31.4.13 00100014666 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たかはしぐみ ㈱高橋組 足寄郡陸別町字陸別基線３１１番地５ 01562-7-2340
01562-7-2340
01557-4-2880

H26.5.11 H31.5.10 00100061150 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 たかはしこうむてん ㈱髙橋工務店 広尾郡大樹町松山町８番地２６ 01558-6-3807 本社電話に同じ H23.2.14 H28.2.13 00100074983 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞
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十勝 たかはししょうじ ㈲高橋商事 帯広市大通南１６丁目２０番地 0155-25-2026 本社電話に同じ H27.1.16 H32.1.15 00110027003 プ,金 有り

十勝 たけだけんせつ 武田建設㈱ 帯広市西５条南２９丁目５番地 0155-22-6515 本社電話に同じ H25.4.11 H30.4.10 00100141857 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 たけむら ㈲たけむら 河西郡芽室町東芽室北１線１６番地１７ 0155-62-6452 本社電話に同じ H23.3.26 H28.3.25 00100075669 プ,紙,木,金,陶,が

十勝 たこいけんせつ 蛸井建設㈲ 帯広市西２条南３２丁目３番地 0155-48-6588 本社電話に同じ H27.2.23 H32.2.22 00100067719 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たちざきじゅうき ㈲立崎重機 帯広市西２５条南２丁目７番地７９ 0155-37-5000 本社電話に同じ H27.3.17 H32.3.16 00100068275
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が

十勝 たっけんこうぎょう ㈲宅建興業 帯広市大通南１７丁目６番地１ 0155-23-8147 本社電話に同じ H22.8.30 H27.8.29 00100072004 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たてうちこうぎょう ㈲舘内工業 帯広市西１５条南１３丁目１番地７０ 0155-36-8874 本社電話に同じ H24.6.14 H29.6.13 00100166827 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
たなかけんざいこう
ぎょう

㈲田中建材工業
河東郡上士幌町字上士幌東３線２３４番
地

01564-2-2643
01564-2-2643
01564-2-4009

H26.6.30 H31.6.29 00100019998 プ,ゴ,金,陶,が

十勝 たなかまつゆき 田中　松行 河東郡音更町上然別北１２線２７番地１０ 0155-45-2361 本社電話に同じ H22.8.23 H27.8.20 00100071796 残

十勝 🏠 たなべ ㈲タナベ 帯広市西２３条北４丁目１番地２ 0155-67-1123
0155-23-9381
0155-37-2208

H25.6.22 H30.6.21 00110054479 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が 有り

十勝 たにぐちうんゆ ㈱谷口運輸 上川郡清水町南５条１１丁目１番地３ 01566-2-2236 本社電話に同じ H24.2.15 H28.8.22 00100041648 燃,汚,プ,酸,残,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,ば,⑬

十勝 たむらけんせつ 田村建設㈱ 上川郡清水町南４条西４丁目１１番地１ 01566-2-2533 本社電話に同じ H22.12.15 H27.12.14 00100035116 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 たむらこんくりーと 田村コンクリート㈱ 上川郡清水町南４条西４丁目１１番地 0156-62-2533 0156-65-3131 H26.7.24 H31.7.23 00100178551 汚（廃生コンクリートに限る）,木,陶,が

十勝 ちせい ㈱チセイ 帯広市東１３条南３丁目１番地１４ 0155-28-3378 本社電話に同じ H25.5.21 H30.5.20 00100172048 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

十勝
ちだけんせつこうぎょ
う

㈱千田建設工業 中川郡本別町新町２４番地６ 0156-22-4667 本社電話に同じ H23.4.5 H28.4.4 00100038796 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 ちばけんせつ ㈱千葉建設 帯広市西２４条北２丁目５番７８ 0155-37-1319 本社電話に同じ H23.5.20 H28.5.18 00100127639 プ,紙,木,繊,ゴ,陶,が

十勝 ちばしりょうせつび ㈱千葉飼料設備 河東郡音更町字東音更西２線２８番地 0155-43-2225 本社電話に同じ H22.7.16 H27.7.11 00100120049 プ,ゴ,金,陶,が

十勝 ちゅうるいうんゆ ㈲忠類運輸 中川郡幕別町忠類白銀町２１３番地７ 01558-8-3838 本社電話に同じ H26.9.3 H31.9.1 00100113633
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体

十勝
つうけんどうとうえん
じにありんぐ

㈱つうけん道東エンジニアリ
ング

帯広市東１２条南６丁目１番地３５ 0155-22-2386 本社電話に同じ H23.9.13 H28.9.12 00100162135 汚,プ,木,金,が

十勝 
つかだせつびこうぎょ
う

㈱塚田設備工業
河東郡上士幌町字上士幌東２線２３５番
地

01564-2-3031 本社電話に同じ H25.11.29 H30.11.19 00100145975 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

十勝 てぃーえぬいー ㈱ティーエヌイー 帯広市西１８条南３丁目３９番地３号 0155-35-2780 本社電話に同じ H26.10.15 H31.10.14 00100179648 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

収集運搬業（20150331）
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十勝 てぃーわい ㈱ティー・ワイ 河西郡更別村字更別１９２番地５２ 0155-52-3528
0155-52-3528
090-3395-4651
0155-23-7290

H26.11.29 H31.11.28 00100044042 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 でぃすぽ ㈱ＤＩＳＰＯ． 帯広市西２０条北４丁目２番地 0155-38-8855 本社電話に同じ H27.3.25 H32.3.24 00110117563
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

有り

十勝 てらしましょうさん ㈱寺嶋商産 広尾郡大樹町字晩成２１０番地 01558-7-8107 本社電話に同じ H24.11.28 H29.11.27 00100065102 プ,木,ゴ,金,陶,が

十勝 でんせつ ㈱でんせつ 帯広市西２２条北１丁目４番２号 0155-37-2131 本社電話に同じ H24.8.8 H29.8.7 00100167784 プ,木,金,陶,が

十勝 どいぐみ ㈱土井組 帯広市大通南２３丁目３番地 0155-24-6010 本社電話に同じ H26.6.25 H31.6.7 00100061883 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 どうあこうぎょう 道亜工業㈱ 帯広市西１６条南４丁目１８番８号 0155-34-1978 本社電話に同じ H26.4.7 H31.4.6 00100176927 廃,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 どうえいうんゆ ㈱道栄運輸 河東郡鹿追町西町３丁目３番地 01566-6-2988 本社電話に同じ H26.6.23 H31.6.22 00100019240 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 どうえいこうぎょう ㈲道栄興業 河西郡芽室町東５条１丁目３番地 0155-62-2543 本社電話に同じ H25.9.25 H30.9.8 00100026056 プ,紙,木,金,陶,が

十勝 とうこううんゆ ㈲東光運輸 河西郡芽室町東芽室基線２１番２８ 0155-62-2559 本社電話に同じ H22.4.13 H27.4.12 00100117688 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 とうこうほどう 東光舗道㈱ 帯広市西２３条北１丁目１番１６号 0155-37-3181 本社電話に同じ H22.5.31 H27.5.30 00100118925 が

十勝 とうしょううんそう ㈲東昭運送 河東郡音更町緑陽台北区１４番地１５ 0155-31-3523 本社電話に同じ H24.10.24 H29.10.23 00100099759 プ,紙,木,金,陶,が

十勝 どうしょううんゆ 道勝運輸㈱ 帯広市東１条南２３丁目８番地 0155-25-1424 0155-37-2094 H25.9.3 H30.8.31 00110005724
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

有り

十勝 とうしょうぶつりゅう 東勝物流㈱ 帯広市西２０条南１丁目１４番地 0155-33-8222 0155-33-8222 H27.3.27 H32.3.26 00100068460 燃,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

十勝
とうしょうほどうこう
ぎょう

㈲東昭舗道工業 河西郡芽室町東９条５丁目２番地４ 0155-62-7271 本社電話に同じ H24.12.12 H29.12.6 00100100851 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 どうしんこうぎょう 道進工業㈱ 帯広市西２３北１丁目８番６号 0155-37-2989 本社電話に同じ H26.4.4 H31.5.17 00100111240 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 どうとううんゆ 道東運輸㈱ 帯広市西２３条北１丁目８番６号 0155-37-2151 本社電話に同じ H25.5.21 H27.8.9 00100120966 燃,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

十勝
どうとうえこさーびすし
すてむ

㈱道東エコサービスシステム 帯広市西１８条南１丁目２番地３６ 0155-34-3901 0155-64-2255 H25.12.3 H30.12.2 00100107971 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
どうとうぎゅうにゅうう
んゆ

道東牛乳運輸㈲ 中川郡幕別町字千住３９７番２４ 0155－56－6688 本社電話に同じ H27.2.26 H32.2.25 00100182163 汚,油,酸,ア

十勝 どうとうけんそう ㈲道東建装 河東郡音更町木野西通１４丁目１０番地 0155-31-1854 本社電話に同じ H26.12.2 H31.11.10 00100151743 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 どうとうこうぎょう 道東興業㈱ 帯広市東１条南２３丁目８番地 0155-24-2573 0155-37-2094 H24.3.8 H29.3.7 00100080840 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 どうとうこんくりーと 道東コンクリート㈱ 足寄郡足寄町北４条１丁目１４番地 0156-25-3113 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.10 00100134741 汚(廃生ｺﾝｸﾘｰﾄに限る。),陶,が
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十勝
どうとうさんぎょううん
ゆ

㈱道東産業運輸 河西郡中札内村西１条南３丁目１８番地 0155-67-2221 本社電話に同じ H23.9.27 H28.9.26 00100079941 酸,ア,プ,紙,木,繊,残,陶,が,糞

十勝 どうとうでんき 道東電機㈱ 帯広市大通南２４丁目１番地 0155-24-2544

0155-24-2544
0155-36-0068
0155-34-1212
0155-31-2155
0155-27-2348

H26.8.20 H31.8.13 00110075192 プ,金,陶 有り

十勝 どうとうぶろっく 道東ブロック㈱ 河西郡芽室町東６条１丁目４番地３ 0155-62-2430 本社電話に同じ H25.8.30 H30.8.19 00100055449 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 とうわけんせつ 東和建設㈱ 河東郡音更町大通２０丁目３番地２９ 0155-42-2888 本社電話に同じ H22.8.12 H27.8.11 00100121128 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 どうわこううん ㈱道和興運 帯広市西２０条北３丁目２２番地１２ 0155-67-6889 本社電話に同じ H26.10.15 H31.10.3 00100064541 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

十勝
とかちあおぞらさん
ぎょうきょうどうくみあ
い

十勝あおぞら産業協同組合 帯広市清流西２丁目１９番地４ 0155－49－4560 本社電話に同じ H26.7.1 H31.6.30 00100178215 糞

十勝 とかちかいうん 十勝海運㈱ 広尾郡広尾町会所前５丁目６番地 01558-2-2128 本社電話に同じ H23.4.19 H28.4.18 00110126574 燃,汚,プ,木,残,金,ば 有り

十勝 とかちかいはつ ㈲十勝開発 中川郡豊頃町中央新町１０２番地３ 01557-4-3787 本社電話に同じ H22.7.11 H27.7.10 00100031925 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

十勝
とかちかもつじどう
しゃ

十勝貨物自動車㈱ 帯広市西２３条北１丁目９番地４ 0155-37-3560 本社電話に同じ H26.6.4 H31.6.3 00100019232 プ,木,金,陶,が

十勝
とかちけんざいこう
ぎょう

㈱十勝建材工業 足寄郡足寄町南６条１丁目３８番地 01562-5-2258 本社電話に同じ H24.10.18 H29.9.26 00100138217 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 とかちこうゆ ㈲とかち興油 帯広市西１３条南１２丁目３番地２ 0155-25-0808

0155-25-0808
0155-57-2624
01582-4-1493
01582-4-1493

H24.12.14 H29.12.13 00100000984 油,プ,金

十勝
とかちせいそうかんり
せんたー

㈲十勝清掃管理センター 帯広市東１１条南９丁目１番地 0155-24-9735

0155-24-9735
01557-2-2020
0155-54-2558
0155-31-4178

H26.10.28 H31.6.13 00110018906 汚,プ,木,残,ゴ,金,陶,が,糞 有り

十勝 とかちてつどう 十勝鉄道㈱ 帯広市稲田町南９線西１３番地の１ 0155-48-2488 本社電話に同じ H26.10.27 H31.10.6 00100064722 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば

十勝 とかちどうろ 十勝道路㈱ 帯広市東１条南２３丁目８番地 0155-25-5355 0155-37-3757 H24.3.8 H29.3.7 00100005725 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
とかちとよにしこんく
りーとせいひん

十勝豊西コンクリート製品㈱ 帯広市豊西町基線１１番地 0155-59-2244 本社電話に同じ H24.8.23 H29.8.2 00100136743 汚,陶

十勝
とかちぶっさんはんば
い

十勝物産販売㈲ 帯広市西１６条北１丁目２７番地の４４ 0155-41-2210
0155-41-2210
01564-5-5185
01564-2-4775

H25.7.9 H30.6.29 00110004853
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,鉱,が,糞,
体,⑬(廃肉骨粉)

有り

十勝 とかちほどう 十勝舗道㈱ 帯広市西２３条北２丁目１７番地５ 0155-37-3539 本社電話に同じ H25.8.7 H30.7.10 00100143336 汚,プ,木,陶,が

十勝 とかちりくうん ㈱十勝陸運 帯広市西１８条北１丁目２４番地 0155-35-2225 本社電話に同じ H25.8.1 H30.7.31 00100004854 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 とかちりさいくる ㈲十勝リサイクル 河西郡中札内村東戸蔦東５線１５５番地 0155-68-3547
0155-68-3547
0154-52-3201

H23.11.28 H28.11.27 00110044211 汚,油,ア,プ,木,金,陶 有り
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十勝 ところゆうじ 所　勇治 帯広市東１０条南３丁目１番地６ 0155-23-7629 本社電話に同じ H26.4.5 H31.4.4 00100060079 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 とびうちうんゆ ㈲飛内運輸 上川郡新得町字新得東１線３５番地 0155-61-5710 本社電話に同じ H24.4.27 H29.4.16 00100084226 汚,残,金,陶

十勝 とようん ㈲トヨウン 河西郡芽室町芽室北１線１８番地 0155-61-2134 本社電話に同じ H24.1.4 H29.1.3 00100132771 汚(廃生コンクリートに限る。)

十勝 ながいこうぎょう 永井工業㈱ 河西郡中札内村大通南６丁目１４番地 0155-67-2231 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.12 00100105832 汚,プ,金,が

十勝 ながいしょうじ 永井商事㈲ 河西郡中札内村大通南６丁目１４番地 0155-67-2231
0155-67-2231
0155-67-2324
01558-2-2661

H24.6.20 H29.6.19 00100085754 汚,木,金,陶,が

十勝 なかいゆそう ㈲中井輸送 帯広市東９条南３丁目１番地１３ 0155-25-7783 本社電話に同じ H26.9.17 H31.9.12 00100113763
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

十勝 なかがわかずひろ 中川和弘
広尾郡大樹町字尾田５４６番地１尾田団
地７号棟５４１号室

090-5951-5938 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.28 00100179197 油,酸,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 なかさつないうんゆ ㈲中札内運輸 河西郡中札内村大通南１丁目２６番地 0155-67-2031 本社電話に同じ H26.8.22 H31.6.29 00100019228 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,⑬

十勝 なかさとしょうじ ㈲中里商事 河西郡芽室町東芽室北１線４番地１６ 0155-62-3532 本社電話に同じ H24.12.26 H29.11.14 00100050962 プ,木,金,陶,が

十勝
なかじまきかいせん
たー

㈲中島機械センター 河西郡中札内村東１条南２丁目１４番地 0155-67-2211 本社電話に同じ H23.9.22 H28.9.21 00100162366 汚,残,糞

十勝 なかじまこうぎょう 中島興業㈱ 中川郡豊頃町農野牛２４番地 015-574-2938 本社電話に同じ H26.7.14 H31.6.30 00100018914 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,ば

十勝 なかたじゅんいち 中田　淳一 上川郡清水町南１条４丁目１７番地 0156-62-2379 本社電話に同じ H23.2.26 H28.2.25 00100037280 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 🏠
なかにしじどうしゃしょ
うかい

㈲中西自動車商会 帯広市西１８条南３６丁目２番地２ 0155-49-2855 本社電話に同じ H24.11.28 H29.11.24 00110051306 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

十勝
ながまさけんせつうん
ゆ

長政建設運輸㈲ 帯広市西２４条南１丁目４０番地３１ 0155-37-2927 0155-55-4220 H25.5.6 H30.5.5 00100053671 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 なかむらぎけん ナカムラ技建㈱ 中川郡幕別町札内中央町５３２番地 0155-56-2253 本社電話に同じ H25.8.30 H30.8.13 00100144251 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
ながやけんせつこう
ぎょう

長屋建設工業㈱ 帯広市西２０条北２丁目２２番地１３ 0155-33-9334 本社電話に同じ H26.3.27 H31.3.15 00100013210 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 なぎさ ㈱渚 河西郡芽室町東２条７丁目２番地 0155-62ｰ5975 本社電話に同じ H26.1.21 H31.1.20 00100175797
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

十勝 ななえけんせつ ㈲七重建設 帯広市空港南町南１２線５１番７ 0155-49-0077 本社電話に同じ H23.3.30 H28.3.29 00100159125 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 なりたっく ㈱ナリタック 帯広市西１１条北７丁目４番地 0155-36-3632 本社電話に同じ H24.2.1 H29.1.16 00100133115 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 なんようほどう 南陽舗道㈱ 中川郡幕別町字千住４１４番５ 0155-55-5055 本社電話に同じ H25.8.4 H30.8.3 00100143863 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 にしかわひろふみ 西川　博文 帯広市西１８条南１３丁目１３番７号 0155-38-4220 本社電話に同じ H25.2.4 H30.2.3 00100140684 プ,ゴ,金,陶
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十勝 にしだ ㈱ニシダ 河東郡音更町宝来本通８丁目２番地６ 0155-31-5098 本社電話に同じ H27.2.24 H32.2.23 00100116850 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 にしとかちじょうか 西十勝浄化㈱ 上川郡清水町本通９丁目１９番地 01566-2-5839 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.26 00100018071 汚

十勝 にっきょううんゆ ㈱日協運輸 帯広市西１９条南１丁目７番地３３ 0155-33-0123 本社電話に同じ H26.5.30 H31.5.29 00100018249 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 にっこううんゆ 日工運輸㈲ 帯広市西２４条北２丁目５番地５８ 0155-37-7171 本社電話に同じ H23.4.11 H28.4.10 00100038653
汚,油(常温で固体のものに限る。),プ,
紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 にっこうしょうかい ㈱日興商会 帯広市西１９条北１丁目２番４号 0155-33-3266 本社電話に同じ H23.10.28 H28.10.24 00110043614 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

十勝 にっしょううんゆ ㈲日勝運輸 上川郡清水町字清水基線５３番地６ 01566-2-2054 本社電話に同じ H22.6.10 H27.6.9 00100117208
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬(廃肉骨粉に限る。)

十勝 にっしょうぼくじょう 農事法人日昭牧場 広尾郡大樹町字日方331番地 01558-6-3321 本社電話に同じ H26.1.22 H31.1.21 00100175060 糞

十勝 にっしょうれみこん 日勝レミコン㈱ 広尾郡広尾町茂寄南３線３０番地 01558-2-2175 本社電話に同じ H24.3.23 H29.3.22 00100134548 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 にっせいうんゆ ㈲日誠運輸 中川郡幕別町千住３９７番地３０ 0155-56-5312 本社電話に同じ H24.4.27 H29.4.26 00100047293 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
にっつうおびひろうん
ゆ

日通帯広運輸㈱ 帯広市西２０条北１丁目１７番地１ 0155-33-2727
0155-33-2727
0155-62-2071

H26.9.30 H31.8.31 00100063981 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
にっとうりんぎょううん
そう

日東林業運送㈲ 足寄郡足寄町旭町４丁目２番地 01562-5-2277 本社電話に同じ H24.10.10 H29.9.30 00100099252 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 のうけんさぽーと ㈲農建サポート 帯広市西２０条南２丁目２６番１９号 0155-33-7015 本社電話に同じ H26.3.25 H31.3.24 00100148040 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
のうむらけんせつこう
ぎょう

納村建設工業㈱
河東郡音更町宝来仲町南１丁目５番地１
０

0155-31-4428 本社電話に同じ H24.4.24 H29.4.23 00100133855 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 のーけん ㈱ノーケン 帯広市西１７条北２丁目２５番１４号 0155-35-1313 本社電話に同じ H24.11.14 H29.11.13 00100100184 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
のざきじゅうきけんせ
つこうぎょう

㈲野崎重機建設興業 帯広市西２１条南２丁目４３番１８号 0155-33-7510 本社電話に同じ H24.9.19 H29.8.31 00110050097 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,⑬ 有り

十勝 のだどけん ㈱野田土建 中川郡豊頃町礼作別６８２番地２ 01557-4-2425 本社電話に同じ H25.7.22 H30.7.21 00100105258 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 はしもとぐみ ㈲橋本組 帯広市西２条南２３丁目３番地 0155-23-2602 本社電話に同じ H24.4.12 H29.4.11 00100084225 プ,紙,木,金,陶,が

十勝 はせがわうんゆ 長谷川運輸㈱ 中川郡本別町北６丁目２番地８ 01562-2-2242 本社電話に同じ H23.6.22 H28.6.21 00100128521 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝 はちやけんせつ ㈲蜂谷建設 帯広市西１５条南５丁目４番地１２ 0155-35-6443 本社電話に同じ H24.12.11 H29.12.10 00100169840 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 はっぴーしょうかい ㈲ハツピー商会 帯広市西２５条北２丁目２番地３６ 0155-37-6288 本社電話に同じ H25.3.28 H30.3.27 00100102933 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 はましたゆういち 濱下　優一 足寄郡足寄町稲牛１３番地の５ 0156-29-7105 本社電話に同じ H25.3.1 H30.2.28 00100141066 汚
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十勝 はまだふみのり 濱田　文則 河東郡音更町木野西通１９丁目２５番地 0155-31-4619 本社電話に同じ H25.3.27 H30.3.26 00100102926 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 はまなてっこう ㈱浜名鉄工
河東郡上士幌町字上士幌東２線２２４番
地

01564-2-3594 本社電話に同じ H27.3.18 H32.3.17 00100153663 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 はやしぞうえんどぼく ㈱林造園土木 河東郡音更町字東和西２線６５番地 0155-42-4675 本社電話に同じ H23.8.29 H28.8.28 00100161840 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 はらぐちしょうじ ㈲原口商事 河西郡芽室町東芽室北１線１０番地４ 0155-62-8630 本社電話に同じ H26.2.14 H31.2.5 00100108827 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝
はりまけんせつこう
ぎょう

播間建設工業㈱ 広尾郡大樹町柏木町１３番地の５ 01558-6-4343 本社電話に同じ H24.8.15 H29.8.14 00100137314 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

十勝 はんやとしひこ 半谷　敏彦 河西郡芽室町西８条２丁目１番地５ 0155-62-1095 本社電話に同じ H24.3.14 H29.3.13 00100083635 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

十勝
ひがしほっかいどうと
らっく

㈲東北海道トラック 中川郡本別町上本別８番地７ 01562-2-2812 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00100033387 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ひきち　くにまさ 引地　邦正 帯広市西１７条北１丁目４８番８号 0155-33-1057 本社電話に同じ H22.9.29 H27.9.28 00100156629 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ひぐちでんきこうぎょう ㈱樋口電気工業 帯広市西２５条北１丁目２番地６ 0156-37-5600 本社電話に同じ H24.9.26 H29.9.24 00100138218 油,プ,木,金,陶,が

十勝 ひしだか ㈱ヒシダカ 帯広市西１２条南１４丁目１番地２９ 0155-24-6860
0155-24-6860
0155-61-2336

H25.10.17 H30.10.13 00110056161
汚,油(タールピッチ類に限る。),プ,紙,
木,繊,金,陶,が,糞

有り

十勝 びせいかもつ ㈲美生貨物 河西郡芽室町東１条南３丁目２番地１５ 0155-62-3262 本社電話に同じ H27.3.4 H32.3.3 00100116913 酸,ア

十勝 ひよしうんゆ ㈱日良運輸 河西郡芽室町東芽室北１線２４番地２９ 0155-62-5644 本社電話に同じ H26.10.23 H31.9.30 00100058839
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

十勝
ひらかわかいはつこう
ぎょう

㈲平川開発工業 帯広市西７条北７丁目１０番地３ 0155-36-1262
0155-36-1262
0155-62-5016

H26.6.25 H31.6.15 00100019229 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

十勝
ひらたけんせつこう
ぎょう

ヒラタ建設興業㈱ 上川郡清水町北３条西６丁目１４番地１ 0156-62-4001
0156-62-4001
0155-36-0085

H26.5.27 H31.5.26 00100018074 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 ひろおえいせいしゃ ㈱広尾衛生社 広尾郡広尾町西１条２丁目７番地 01558-2-2222 本社電話に同じ H26.3.12 H31.3.11 00110013883
燃,汚,油,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

十勝 ふくた ㈱フクタ 十勝郡浦幌町字帯富１５４番地３８ 015-576-3004 本社電話に同じ H26.3.14 H31.3.13 00100176560 汚,陶

十勝 ふくだみのる 福田　實 帯広市東１４条南３丁目２番地２ 0155-22-0313 本社電話に同じ H22.6.4 H27.6.3 00100030608 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
ふじたえんじにあー
さーびす

㈲ふじたエンジニアーサービ
ス

帯広市西２０条南２丁目２５番１０号 0155-58-4343 本社電話に同じ H26.6.12 H31.5.19 00100061479 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ふじわらくみ ㈲藤原組 帯広市愛国町基線４２番地 0155-64-4146 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.28 00100179235 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
ふなとかいはつこう
ぎょう

㈱舩戸開発工業 河西郡中札内村西１条北８丁目１０番地 0155-67-2341 本社電話に同じ H24.7.13 H29.7.12 00100097412 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

十勝 ふなとさんぎょう ㈱舩戸産業 河西郡中札内村大通南１丁目２８番地 0155-67-2341 本社電話に同じ H23.8.14 H28.8.13 00100078956 プ
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十勝 ぷらいどらいなー ㈲プライドライナー 上川郡清水町南１条西４丁目１７番地 01566-2-5741 本社電話に同じ H23.2.1 H28.1.16 00100124602 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ふるかわけんせつ 古川建設㈱ 上川郡新得町４条南５丁目５番地 01566-4-5327
01566-4-5327
01566-4-5252

H22.7.27 H27.7.26 00100028111 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ふるかわたけし 古川　武 帯広市東５条南２２丁目１番地３５ 0155-23-4936 本社電話に同じ H24.4.3 H29.4.2 00110134390 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体,ば 有り

十勝 ほうこうじゅうき ㈱ホウコウ重機 河東郡士幌町字士幌東９線１９２番地 01564-5-2822 本社電話に同じ H22.1.20 H27.1.19 00100152936
油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,
体

十勝 ほうせいけんせつ ㈲豊成建設 中川郡本別町北６丁目５番地５ 01562-2-4487 本社電話に同じ H23.8.22 H28.8.1 00100078952
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

十勝 ほうゆこうぎょう ㈲ホウユ工業 帯広市西２５条南３丁目４番地 0155-37-3151 本社電話に同じ H26.11.19 H31.10.22 00100104802 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ほーのきじゅうけん ㈲ホーノキ重建 中川郡幕別町札内堤町６０４番地 0155-25-7799 本社電話に同じ H23.7.21 H28.7.20 00100161183 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ほくえいうんゆ ㈱北栄運輸 十勝郡浦幌町字帯富１５２番地２ 015-576-2677 本社電話に同じ H26.6.14 H31.6.13 00100018911 酸,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 ほくえいどうろ 北栄道路㈱ 上川郡新得町３条南４丁目３１番地 01566-4-6980 本社電話に同じ H23.5.13 H28.5.12 00100039203 が

十勝 ほくしゅうきゅうりん ㈲北周急輪 河西郡芽室町東芽室北１線２２番９ 0155-62-7738 本社電話に同じ H26.4.18 H31.4.17 00100017307 汚,プ,木,金,陶,が

十勝
ほくしょうじゅうきさん
ぎょう

㈲北勝重機産業 帯広市西２０条南５丁目７番７号 0155-33-6362 本社電話に同じ H26.10.16 H31.10.6 00100064724 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
ほくとうけんせつこう
ぎょう

北東建設工業㈱ 広尾郡大樹町字下大樹１８９番地９ 01558-6-4071 本社電話に同じ H23.7.13 H28.7.2 00100041033 汚,プ,木,金,陶,が

十勝 ほくとうんゆ 北斗運輸㈱
河東郡士幌町字士幌西２線１５５番地の
７

01564-5-2112 本社電話に同じ H25.5.20 H30.5.19 00100054034
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,
⑬,残

十勝 ほくどうんゆ ㈱北土運輸 河西郡芽室町東１１条１０丁目１番地１７ 0155-62-0913 本社電話に同じ H26.4.26 H31.4.25 00100017397 燃,汚,酸,ア,プ,木,金,陶,が,ば

十勝 ほくとけんたく ㈲北斗建託 帯広市南の森西５丁目４番１０号 0155-48-8889 本社電話に同じ H23.10.12 H28.10.1 00100130329 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ほくとじゅうけん ㈱北斗重建 足寄郡足寄町西町４丁目３番地７４ 0156-25-7252 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100169841 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ほくゆうけんせつ 北裕建設㈱ 帯広市西１２条南２８丁目３５番地 0155-47-4156 本社電話に同じ H24.7.19 H29.7.18 00100167451 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ほくようせいそうしゃ ㈱北洋清掃社 帯広市西２０条北４丁目５番地３ 0155-67-4200 0155-67-1157 H24.10.19 H29.10.18 00100168729
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

十勝 ほくようどうろ 北洋道路㈱ 帯広市西３条北２丁目１９番地４ 0155-25-3851 本社電話に同じ H24.3.20 H29.3.19 00100016658 が

十勝
ほくようぼうさいこう
ぎょうしょ

㈱北洋防災工業所 帯広市西１７条北２丁目１９番５号 0155-35-5337 本社電話に同じ H26.4.15 H31.4.14 00110148138 酸,ア,プ,金,陶,が 有り

十勝
ほっかいぎけんこう
ぎょう

㈲北海技建工業 中川郡幕別町札内中央町５３２番地２０ 0155-56-2421 本社電話に同じ H23.8.30 H28.8.29 00100130084 プ,木,ゴ,金,陶,が
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十勝 ほっかいさんぎょう ㈲北海産業 中川郡本別町柳町２１番地１ 01562-2-4146 本社電話に同じ H21.9.29 H26.9.13 00100113905 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 ほっかいどうあるふぁ ㈱北海道アルファ 広尾郡大樹町字振別１４５番地６ 01558-6-3288 本社電話に同じ H26.10.15 H30.4.13 00100053412
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞

十勝 ほっかいどうえこしす ㈱北海道エコシス 帯広市西２４条北４丁目５番地の４ 0155-37-3766 本社電話に同じ H23.5.31 H27.8.14 00110004834
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

十勝
ほっかいどうかんきょ
うえいせいしゃ

㈲北海道環境衛生社 帯広市西２０条南４丁目２３番７号 0155-35-4186
0155-35-4186
0155-37-4623

H26.7.9 H31.7.5 00100016869 残,固,体

十勝
ほっかいどうどうろせ
いび

北海道道路整備㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番地２７ 0155-37-3836 本社電話に同じ H25.9.29 H30.9.28 00100009241 汚,プ,木,金,陶,が

十勝
ほっかいどうどうろほ
ぜん

北海道道路保全㈱ 帯広市西２３条北１丁目１番１６号 0155-37-2220
0155-37-2220
0155-56-5321
0155-62-7795

H27.1.16 H32.1.15 00100027002 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

十勝
ほっかいどうまるわろ
じすてぃくす

㈱北海道丸和ロジスティクス 石狩市新港南２丁目７１８番地２ 0133-64-7981
0133-64-7981
0155-62-7981
0144-53-7981

H23.2.28 H28.2.13 00100074981 汚,油,プ,金,陶

十勝 ほっかいりくうん ㈲北海陸運 中川郡本別町上本別１０番地３ 01562-2-3358
01562-2-3358
01562-5-7171

H24.7.9 H29.7.3 00100045146
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば,⑬

十勝 ほんべつうんそう 本別運送㈱ 中川郡本別町共栄１８番地２ 01562-2-3037 01562-2-3037 H22.7.12 H27.7.5 00100070745 紙,木

十勝 ほんべつうんゆ ㈱本別運輸 中川郡本別町南４丁目６番地１ 0156-22-2644 本社電話に同じ H26.10.8 H28.10.30 00110043714 燃,汚,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が 有り

十勝
ほんべつこんくりーと
こうぎょう

本別コンクリート工業㈱ 中川郡本別町坂下町１８番地１ 0156-22-2223 本社電話に同じ H24.5.30 H29.5.29 00100135104 汚(廃生コンクリートに限る。)

十勝
ほんべつさいせきこう
ぎょう

㈲本別砕石工業 中川郡本別町上本別１８番地２ 0156-22-5019
01562-2-5019
01562-5-4808

H25.10.29 H30.10.28 00100051510 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝
まきのせつびこうぎょ
う

牧野設備工業㈱ 河東郡音更町木野新町３番地４５ 0155-31-3213 本社電話に同じ H26.10.7 H31.10.6 00100064723 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 まくべつこうぎょう 幕別興業㈱ 中川郡幕別町字明野２０４番地１３ 0155-54-2211 本社電話に同じ H26.6.4 H31.5.29 00100019010
汚(ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗｯｼﾞに限る。),プ,木,金,
陶,が

十勝 まくべつせいそう ㈲幕別清掃 中川郡幕別町字五位３３５番地 0155-57-2570 本社電話に同じ H24.4.24 H29.4.23 00100165812 プ,紙,木,金,陶

十勝 まつうらひでのり 松浦　秀範
河東郡音更町共栄台東１３丁目１番地６
４

0155-30-3001 本社電話に同じ H24.5.28 H29.5.13 00100084797 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 まつしま ㈱松島 帯広市西２０条北３丁目２２番１ 0155-33-6101 本社電話に同じ H24.10.15 H29.10.14 00100168530 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 まつむらこうぎょう 松村工業㈱ 帯広市南町南９線５５番地１４ 0155-47-5300 本社電話に同じ H22.8.23 H27.8.11 00100121098 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 まつもとこうぎょう ㈱松本工業 広尾郡大樹町柏木町９番地 01558-6-3348 本社電話に同じ H22.10.13 H27.9.29 00100034234 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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十勝 優 まてっく ㈱マテック 帯広市西２１条北１丁目３番２０号 0155-37-5511

0155-37-5511
0123-27-0808
011-879-2308
011-860-7000
0133-60-2000
0125-54-1101
0154-57-4533
0154-55-7788
0145-26-8800
011-231-7000

H21.6.17 H28.6.14 00110016404
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

有り

十勝 まなべさんぎょう 真鍋産業㈱ 帯広市西５条南３１丁目１番地 0155-24-5115 本社電話に同じ H23.10.1 H28.9.30 00100080166 油,プ,木,繊,金,陶,が

十勝 まやうんゆ 眞屋運輸㈲ 河西郡芽室町東３条６丁目２番地 0155-62-2917 本社電話に同じ H23.4.26 H28.4.25 00100039473 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 まるえさんぎょう ㈱マルエ産業 中川郡池田町字千代田５７７番地の１ 015-572-4972 本社電話に同じ H24.2.1 H29.1.31 00100164374 糞

十勝 まるきこうぎょう ㈲丸喜工業 中川郡豊頃町中央新町１３番地 015-574-2771 本社電話に同じ H25.6.7 H30.6.6 00100129714 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 まるはちきゅうこう マルハチ急行㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番地６１ 0155-37-5888
0155-37-5888
0123-27-0808

H22.7.16 H27.7.9 00100031787 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

十勝 まるはちせいそう マルハチ清掃㈱ 帯広市西２１条北１丁目３番２０号 0155-37-6888 本社電話に同じ H26.6.20 H31.6.14 00110032242
燃,汚,油,酸,ア,プ ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば,⑬

有り

十勝
まるゆうそうごけんせ
つ

丸雄相互建設㈱ 帯広市西２１条南２丁目２２番４号 0155-35-5706 本社電話に同じ H27.4.10 H32.4.9 00100068956 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 まるよしうんゆ ㈲丸芳運輸
広尾郡広尾町並木通東３丁目７１番地の
２

01558-2-4159 本社電話に同じ H25.3.15 H30.3.12 00100141394
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が

十勝 みかげうんゆ 御影運輸㈲ 上川郡清水町字御影南１線５７番地 01566-3-2304 本社電話に同じ H23.4.24 H28.4.23 00100127022 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 みき　さとし 三木　智
河東郡上士幌町字上士幌東１線２２４番
地１４

01564-2-4388 本社電話に同じ H26.7.26 H31.7.27 00100149948 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
みぎやけんせつこう
ぎょう

右谷建設工業㈱ 帯広市東６条南１３丁目１９番地１ 0155-22-4938 本社電話に同じ H26.9.29 H31.9.28 00100179646 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 みしまぐみ ㈱三島組 中川郡幕別町忠類白銀町１５８番地 01558-8-2055 本社電話に同じ H25.1.24 H30.1.23 00100138773 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 みずかみこうむてん ㈱水上工務店 帯広市西１６条南４丁目１４番２号 0155-34-2934 本社電話に同じ H26.6.8 H31.6.7 00100061882 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 みずきさんぎょう ㈲水木産業 中川郡本別町上本別８番地１１ 0156-22-4585 本社電話に同じ H23.10.12 H28.10.1 00100130746 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,金,陶,が,糞,体

十勝 みたかさんぎょう ミタカ産業㈱ 帯広市西１９条南５丁目２６番１５号 0155-33-7518 本社電話に同じ H23.1.13 H28.1.12 00100158042 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 みついぐみ ㈱三井組 河東郡鹿追町南町１丁目２４番地 01566-6-2511 本社電話に同じ H26.4.2 H31.4.1 00100110279 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 みどりぶつりゅう ミドリ物流㈲ 河西郡芽室町東芽室北１線４番地１４ 0155-62-6616 本社電話に同じ H25.2.27 H30.2.26 00100137699 プ,木,ゴ,金,陶,が
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十勝
みなみだてはつりこう
ぎょう

㈲南舘斫工業 帯広市西１７条南３丁目２８番１７号 0155-35-4808 本社電話に同じ H25.4.4 H30.4.3 00100052996 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝
みなみとかちえいせ
いしゃ

㈲南十勝衛生社 広尾郡大樹町字下大樹６２番地の４ 01558-6-3189 本社電話に同じ H23.10.16 H28.10.15 00100042925
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
が,糞,体,ば

十勝
みなみとかちかもつじ
どうしゃ

南十勝貨物自動車㈲ 中川郡幕別町忠類白銀町３８５番地 01558-8-2062 本社電話に同じ H22.8.24 H27.8.16 00110071797
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,
体

有り

十勝 みやたたいとう 宮田帯東㈱ 帯広市西６条南３０丁目１８番地 0155-22-7859 本社電話に同じ H25.10.17 H30.10.16 00100105814
汚,油(タールピッチ類に限る。),プ,紙,
木,繊,金,陶,が

十勝 みやにしうんゆ 宮西運輸㈲ 河西郡芽室町上美生４線３５番地２ 0155-66-2164 本社電話に同じ H26.12.4 H31.12.3 00100113764 酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 むらかみけんせつ 村上建設㈱ 河西郡芽室町西１条５丁目２６番地 0155-62-2516 本社電話に同じ H23.3.25 H28.3.24 00100159284 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 めいほう ㈱メイホウ 帯広市西９条南２５丁目２９番地 0155-27-3279 本社電話に同じ H23.10.14 H28.10.13 00100162695 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 めむろとらっく ㈲芽室トラック 河西郡芽室町芽室北１線１８番地 0155-62-0741 本社電話に同じ H25.9.12 H30.8.31 00100006092 汚,プ,木,金,陶,が

十勝 めんてっく ㈲メンテック 河東郡音更町中鈴蘭南６丁目４番地１１ 0155-31-7310 本社電話に同じ H26.12.25 H31.12.24 00100181303 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 もあ・らいふ モア・ライフ㈱ 帯広市稲田町南８線西１４番地３２ 0155-66ｰ9228 本社電話に同じ H26.4.17 H31.4.16 00100177097 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 もりおかけんせつ ㈱森岡建設
河東郡上士幌町字上士幌東３線２３７番
地

01564-2-2079 本社電話に同じ H23.3.20 H28.3.19 00100126015 汚, 糞

十勝 もりしたひでき 森下　秀樹 帯広市緑ヶ丘２条通５丁目２番地１ 0155-66-5501 本社電話に同じ H24.2.23 H29.2.22 00100164703 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 もりじゃりこうぎょう ㈱森砂利工業 中川郡幕別町忠類幸町３８０番地１４ 01558-8-2627 本社電話に同じ H23.4.5 H28.4.4 00100038867 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 やさか ㈱八盛 中川郡幕別町字新川６４番地１ 0155-54-2620 本社電話に同じ H24.10.18 H29.10.17 00100135304 プ,木,ゴ,金,陶,が

十勝 やなぎまちでんき ㈱柳町電気 河東郡音更町木野西通１４丁目８番地５ 0155-31-4053 本社電話に同じ H22.12.12 H27.12.11 00110123836 プ,陶,金 有り

十勝 やまうちぐみ ㈱山内組 河西郡更別村字更別南２線９４番地 0155-52-2311
0155-52-2311
0155-23-7285

H22.6.12 H27.6.11 00100031219 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

十勝 やまぐちこうさん 山口興産㈱ 帯広市西２条南３２丁目１９番地 0155-48-0088
0155-48-0088
0155-62-7878

H26.8.18 H31.8.17 00100022198 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,ば

十勝 やまぐちじゅうき 山口重機㈲ 帯広市西５条南３３丁目１１番地 0155-48-2411 本社電話に同じ H26.5.31 H31.5.30 00100019105
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

十勝
やまぐちたいやしょう
こう

㈲山口タイヤ商工 帯広市南の森西１丁目７番８号 0155-48-1088
0155-48-1088
0155-48-0410

H26.7.14 H31.7.1 00110111935 プ,ゴ,金,が 有り

十勝 やまじこうぎょう 山路工業㈲ 帯広市西１６条南５丁目４番８号 0155-38-2560 本社電話に同じ H24.2.1 H29.1.27 00100045536 プ,木,金,陶,が

十勝 やましょうこうぎょう ㈲山正興業 広尾郡広尾町白樺通北１丁目１番地 01558-2-3900 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.30 00100042446 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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十勝 やまださんぎょう ㈲山田産業 河西郡中札内村大通北７丁目６０番地 0155-67-2830
0155-67-2830
0155-48-4439

H26.5.31 H31.5.30 00100018251 汚,油,プ,金,陶,が

十勝
やまだせつびこうぎょ
う

山田設備工業㈱ 帯広市西２４条北２丁目５番地７５ 0155-22-1241 本社電話に同じ H23.6.30 H28.6.29 00100160724 陶,が

十勝 やまねえこさいくる ㈲ヤマネエコサイクル 中川郡本別町北７丁目７番地１２ 0156-22-3876 本社電話に同じ H27.1.6 H32.1.5 00100115895 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 やまむらでんこう ㈱山村電工 帯広市西１条南２９丁目１８番地 0155-67-7435 本社電話に同じ H24.2.24 H29.2.23 00100164979 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 やよいめんてなんす 弥生メンテナンス㈲ 河西郡芽室町東６条１０丁目２番地１３ 0155-61-2800 本社電話に同じ H26.4.20 H31.4.19 00110060648 油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が 有り

十勝 ゆうきぶっさん ㈲ユウキ物産 帯広市西２３条南１丁目１３３番地５ 0155-67-8961 本社電話に同じ H25.11.21 H30.11.10 00100107443 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,陶,が,糞,体

十勝 ゆうたりうんゆ 勇足運輸㈲ 中川郡本別町勇足元町１番地５ 01562-3-2031 本社電話に同じ H23.4.19 H28.4.18 00100039327 汚,酸,ア,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が,糞

十勝 ゆさぐみ ㈱遊佐組 中川郡池田町字西１条１丁目８番地 01557-2-2131 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.29 00100023019 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 ゆさしょうかい ㈲遊佐商会 帯広市大空町３丁目１１番地の１ 0155-47-1114 本社電話に同じ H26.2.4 H31.2.3 00100176070 ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 ゆたかうんゆ ㈱ユタカ運輸 帯広市西２４条北２丁目５番地５０ 0155-37-4181 本社電話に同じ H23.5.17 H28.5.16 00100072102 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
よこやまでんきしょう
かい

㈱横山電気商会 足寄郡足寄町南２条２丁目３番地 0156-25-3152
本社電話に同じ
015-572-3523

H25.8.29 H30.8.28 00100173717 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝
よしだじゅうけんこう
ぎょう

㈲吉田重建工業 帯広市西９条北７丁目７番地３ 0155-33-0195 本社電話に同じ H26.6.1 H31.5.31 00100111394 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 よしみはつりこうぎょう ㈲吉見斫工業 帯広市西２０条南４丁目４２番５号 0155-36-0612 本社電話に同じ H26.12.1 H31.11.30 00100065931 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 よつばりょっか よつ葉緑化㈱ 帯広市川西町基線２４番地１０ 0155-59-2733 本社電話に同じ H25.3.12 H30.3.11 00100171113 プ,木,金,が

十勝 りてっくす ㈱リテックス 帯広市東１条南２６丁目１１番地２ 0155-28-3880 0155-41-3177 H22.7.26 H27.7.20 00100120427 プ,紙,木,繊,金,陶,が

十勝 りばーす リバース㈱ 河西郡音更町大通４丁目２番地２２ 0155-66-5808 本社電話に同じ H26.3.18 H31.3.17 00100176672 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

十勝 りぺあくうちょう リペア空調㈱ 帯広市公園東町１丁目３番地１９ 0155-20-7101 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.16 00100175356 油

十勝 わーくゆそう ㈱ワーク輸送 河西郡芽室町東芽室北１線８番地２８ 0155-62-6700 本社電話に同じ H25.10.20 H30.10.19 00100145218 プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

十勝 わだこうむてん ㈲和田工務店 河西郡芽室町東芽室北１線２２番地２０ 0155-62-5885 本社電話に同じ H22.4.24 H27.4.23 00100069275 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

十勝 わたなべこうぎょう ㈲渡辺興業 広尾郡広尾町公園通北４丁目１番地の６ 01558-2-3666
01558-2-3666
01558-6-5656

H24.8.1 H29.7.18 00100086188 プ,木,金,陶,が

十勝 わたなべさんぎょう ㈲渡邊産業 足寄郡陸別町字陸別基線３１４番地２６ 0156-27-3358 本社電話に同じ H24.3.22 H28.3.10 00100158955
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば
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