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宗谷 いいだあきひこ 飯田　昭彦 枝幸郡浜頓別町南２条４丁目１７番地 01634-2-4745 本社電話に同じ H26.8.18 H31.8.17 00100150380 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

宗谷 いーまてりある ㈱イー・マテリアル 稚内市港５丁目５番１６号 0162-23-5231 本社電話に同じ H26.3.19 H31.1.7 00110058121 油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,繊 有り

宗谷
いしおかでんきこう
ぎょう

石岡電気工業㈱ 枝幸郡枝幸町幸町２８８番地１ 0163-62-1161 本社電話に同じ H23.7.11 H28.6.7 00100128238 汚,プ,木,残,金,陶,が

宗谷 いでうえけんせつ 井手上建設㈱ 枝幸郡枝幸町南浜町７１１１番地１ 01636-2-1331 本社電話に同じ H22.8.2 H27.8.1 00100120557 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

宗谷
いまだこうぎょうかぶ
しきかいしゃ

イマダ興業㈱ 稚内市潮見１丁目７番１５号 0162-33-3463 本社電話に同じ H25.4.18 H30.4.17 00110049410 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金 有り

宗谷 えーびーえすうんゆ ㈱ＡＢＳ運輸 利尻郡利尻町沓形日出町１１番地 01638-4-3175 本社電話に同じ H23.4.9 H28.4.8 00100038927 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 えさしけんせつうんゆ 枝幸建設運輸㈱ 枝幸郡枝幸町新港町６２０６－２ 01636-2-1458 本社電話に同じ H25.4.16 H30.4.15 00100050942 が,陶,木,紙,繊,プ,金,残

宗谷 おーとしょっぷとし ㈲オートショップ・トシ 稚内市朝日１丁目４番１１号 0162-33-2402 本社電話に同じ H26.2.25 H31.2.8 00110058856 プ 有り

宗谷 おおやまひでお 大山 秀男 稚内市富岡４丁目２５番１３号 0162-33-5464 本社電話に同じ H22.11.15 H27.8.7 00110071353 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

宗谷 おかもとゆうじ 岡本 勇治 枝幸郡枝幸町風烈布１８０２－１ 0162-73-3215 本社電話に同じ H22.7.26 H27.7.25 00100150380 プ,紙,木,繊,金,陶,が

宗谷 かいせいうんゆ ㈲開成運輸
礼文郡礼文町大字船泊村字ホロナイホ１
５７番地１

01638-7-3222 本社電話に同じ H23.1.13 H28.1.12 00100035072 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

宗谷 かたくらふーず ㈱カタクラフーズ 稚内市はまなす４丁目９番１２号 0162-26-2131 本社電話に同じ H24.7.26 H29.6.30 00100048991 残

宗谷 かねいしぐみ ㈱金石組 稚内市大黒４丁目６番４０号 0162-23-5051 本社電話に同じ H26.9.23 H31.9.14 00100113866 プ,紙,木,繊,金,陶,が

宗谷 かゆかわ ㈱カユカワ 稚内市若葉台２１８８番地６ 0162-34-5024 本社電話に同じ H22.10.22 H27.9.14 00100121891 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,ば

宗谷 きたにほんうんそう 北日本運送㈱ 稚内市港５丁目２番１４号 0162-23-5344 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.16 00100018809 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,体

宗谷 きたのけんせつ 北野建設㈱
礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ２７
７番地

01638-6-1688 本社電話に同じ H23.7.29 H28.7.15 00100041409 燃,木,プ,金,陶,が

宗谷 きょうえいこうさん 共栄興産㈱ 宗谷郡猿払村鬼志別北町６５番地 0163-52-3069 01635-2-3824 H26.9.3 H31.9.3 00100021627 紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が,体

宗谷 きょうしんうんゆ 協進運輸㈱
礼文郡礼文町大字香深村字ワウシ９７８
番地３

01638-6-1611 本社電話に同じ H25.10.31 H30.10.30 00100107333 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,体

宗谷 きょうどううんそう 協同運送㈱ 宗谷郡猿払村字鬼志別北町２２番地 01635-2-3216 本社電話に同じ H27.1.27 H32.1.26 00100034776 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷
きょうらくごうどうがい
しゃ

協酪合同会社 天塩郡豊富町字徳満１１５８番２１ 0162-82-2858 本社電話に同じ H24.9.26 H29.9.25 00100168527 プ,紙,木,繊,金,陶,が

宗谷
ごうどうがいしゃあお
のじつぎょう

合同会社青野実業
天塩郡豊富町字豊富大通１丁目３３１２
番地３８

0162-82-1591 本社電話に同じ H26.10.18 H31.10.17 00100180122
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば
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宗谷
こくどかいはつこう
ぎょう

国土開発工業㈱ 宗谷郡猿払村鬼志別北町６５番地 01635-2-3532 本社電話に同じ H25.4.18 H30.4.17 00100142112 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,残,体

宗谷 こまどりせいそう ㈲こまどり清掃 稚内市声問１丁目２番１０号 0162-26-8288 本社電話に同じ H22.6.29 H27.5.22 00110030483
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

有り

宗谷 こんえいせいしゃ ㈲今衛生舎 枝幸郡枝幸町新港町７９６２番地６３ 01636-2-1467 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100055742
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体

宗谷 ささき ㈱ササキ 稚内市末広５丁目１番２２号 0162-32-3211 本社電話に同じ H27.2.25 H32.2.24 00100178325 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 ささきぐみ ㈱佐々木組 天塩郡豊富町東３条７丁目 0162-82-1101 本社電話に同じ H25.9.6 H30.9.5 00100008114 紙,木,繊,プ,金,陶,が,燃,汚,残,ゴ

宗谷
さとううんゆかぶしき
かいしゃ

佐藤運輸㈱
枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ１４０３番
地の１

0163-68-2907 本社電話に同じ H25.11.6 H30.11.5 00100007429 プ,燃,汚,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 さとうさんぎょう 佐藤産業㈱ 天塩郡豊富町字豊富西１条５丁目 0162-82-2312 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100018814 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

宗谷 さにた ㈱サニタ 稚内市萩見４丁目１番２１号 0162-33-8225 本社電話に同じ H23.1.7 H28.1.6 00100158096 汚,油,酸,ア,プ,金,陶,が

宗谷 さんこううんゆ 三興運輸㈱ 利尻郡利尻町沓形字新湊２番地 01638-4-2365 本社電話に同じ H23.5.20 H28.5.16 00100039888 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

宗谷 さんこうけんせつ 三興建設㈱ 利尻郡利尻町沓形字新湊２番地 01638-4-2337 本社電話に同じ H23.5.20 H28.5.16 00100039843 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

宗谷
さんわじゅうきわっか
ない

㈱三和重機稚内 稚内市朝日３丁目２１８５番地１１ 0162-34-5037 本社電話に同じ H25.6.30 H30.6.29 00100143206 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

宗谷 しーえすてぃおおさか ㈲シー・エス・ティ・オオサカ 稚内市港３丁目４番１９号 0162-22-9521 本社電話に同じ H25.9.5 H30.9.4 00100106300 プ,紙,木,繊,金,陶,が,ゴ

宗谷 しょうりつけんうん ㈲商立建運 枝幸郡浜頓別町智福１丁目４５番地 01634-2-2737 本社電話に同じ H22.10.5 H27.10.4 00100122231 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 しんぽさんぎょう ㈱新保産業 稚内市大字声問村字下豊別２１１６番地 0162-74-2938 本社電話に同じ H23.12.28 H28.12.27 00100132725 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

宗谷 すみさとる 鷲見　悟 天塩郡幌延町字幌延352番地2 01632-5-2438 本社電話に同じ H25.11.9 H30.11.8 00100174396 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

宗谷 そうけんうんゆ 宗建運輸㈱ 枝幸郡枝幸町字山臼５８９８番地 01636-7-5563 本社電話に同じ H22.8.26 H27.8.21 00100033276 紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が

宗谷 そうやとらっく 宗谷トラック㈱ 稚内市末広３丁目８番１号 0162-22-2355 本社電話に同じ H25.10.23 H30.8.10 00110007494 燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,プ,金,陶,が 有り

宗谷 だいけんさんぎょう ㈱大建産業 天塩郡豊富町字豊富大通１２丁目 0162-82-2967 本社電話に同じ H24.1.31 H29.1.30 00100045613 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,油,残

宗谷 だいしんけんせつ 大信建設㈱ 稚内市はまなす４丁目２番２号 0162-34-1552 本社電話に同じ H22.8.11 H27.8.10 00100121103 汚

宗谷 だいどうこんくりーと 大同コンクリート㈱ 稚内市はまなす４丁目２番２号 0162-33-4928 本社電話に同じ H25.8.13 H30.6.25 00100143389 汚,陶

宗谷 たかはしぐみ ㈱高橋組 利尻郡利尻富士町鬼脇字野中８０番地 01638-3-1920 本社電話に同じ H24.12.4 H29.12.3 00100100850 プ,ゴ,木,金,紙,繊,が,陶
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宗谷 ちすい ㈱チスイ 稚内市新港町１番地 0162-23-3232 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100018811 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 ていしん ㈱テイシン 宗谷郡猿払村浅茅野台地３４２番地４４６ 01635-5-7001 本社電話に同じ H24.1.17 H28.12.27 00100132727 プ,木,残,ゴ,金,陶,が,糞

宗谷 てんぽくうんそう 天北運送㈱ 枝幸郡浜頓別町大通７丁目７番地 01634-2-2010 本社電話に同じ H26.6.27 H31.6.16 00100018815 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 どうほくぶつりゅう ㈱道北物流 天塩郡幌延町元町３９番地の１ 01632-5-1260 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.5 00100113586
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

宗谷 とまつあつし 戸松 厚 稚内市中央５丁目１１番１３号 0162-24-0509 本社電話に同じ H26.11.2 H31.11.1 00100114778 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,鉱,が,ば

宗谷
とよとみちょうさんぱ
いしょりきょうどうくみ
あい

豊富町産廃処理協同組合
天塩郡豊富町字上サロベツ１１８８番地
の５１

0162-82-3123 本社電話に同じ H24.9.20 H29.9.19 00100051605
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

宗谷 とよとみどぼくうんゆ 豊富土木運輸㈱ 天塩郡豊富町字豊富大通１２丁目 0162-82-3006 本社電話に同じ H26.3.12 H31.3.11 00100147403 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 なかたぐみ ㈱中田組 稚内市港２丁目８番３０号 0162-22-5670 本社電話に同じ H23.7.12 H28.6.20 00100040636 汚,プ,木,金,陶,が

宗谷
なかとんべつしんこう
こうしゃ

㈲中頓別振興公社 枝幸郡中頓別町字寿６４番地１ 01634-6-1339 本社電話に同じ H26.12.20 H31.12.19 00110078621 プ,金,陶 有り

宗谷 なりたけんせつ ㈲成田建設 稚内市朝日２丁目２番５号 0162-33-3452 本社電話に同じ H26.1.29 H30.12.23 00100010770
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

宗谷 にしおかまさあき 西岡　正明 枝幸郡枝幸町字風烈布８０８番地１ 01636-6-1117 本社電話に同じ H26.1.20 H30.12.24 00100058119 油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

宗谷 にしきさんぎょう 錦産業㈱ 稚内市朝日３丁目２１８５番１４ 0162-32-3360 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100004855
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

宗谷 にわけんせつ 丹羽建設㈱ 枝幸郡浜頓別町大通８丁目２０番地 01634-2-2134 本社電話に同じ H26.9.17 H31.9.16 00100179401
燃,汚,廃,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体

宗谷 にわしょうじ 丹羽商事㈱ 枝幸郡浜頓別町大通８丁目２０番地 01634-2-2340 本社電話に同じ H25.8.20 H30.8.19 00100106003 プ,ゴ,金,が,紙,木,繊,陶,残

宗谷 はたなかうんそう ㈲畠中運送 枝幸郡枝幸町本町４６４番地２ 01636-2-1155 本社電話に同じ H25.5.10 H30.4.30 00100053251 残,プ,木

宗谷 ばっかいうんそう ㈲抜海運送 稚内市朝日１丁目４番５号 0162-34-4783 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100018810 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

宗谷 🏠 はまなすうんそう ㈱はまなす運送 稚内市はまなす4丁目2番2号 0162-33-4928 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100018813 汚,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 はまやたくや 浜谷　拓也 稚内市萩見５丁目１１番５号 080-1867-7131 本社電話に同じ H23.4.27 H28.4.26 00110159814 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

宗谷 はやぶさきゃりー ㈲隼キャリー 枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘６丁目１０番地 01634-2-3885 本社電話に同じ H22.8.30 H27.8.29 00100072105 燃,汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が,残,糞

宗谷 ひろせでんこうしゃ ㈱広瀬電工舎 天塩郡豊富町字豊富西１条９丁目 0162-82-1328 本社電話に同じ H26.12.3 H31.12.2 00100180985 プ,紙,木,金,陶

宗谷
ふくいせんしゃせん
たー

㈲福井洗車センター 稚内市末広５丁目２番２号 0162-34-2262 本社電話に同じ H24.8.16 H29.7.21 00100097589 汚,木,繊,プ,金,紙,油,陶,が
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宗谷
ふくだけんせつかぶし
きかいしゃ

福田建設㈱ 天塩郡豊富町字豊富大通５丁目 0162-82-1132 本社電話に同じ H25.5.2 H30.5.1 00100134970 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

宗谷 ふじいぐみ ㈱藤井組 利尻郡利尻町仙法志字神磯５７番地 0163-85-1963 本社電話に同じ H23.5.11 H28.5.10 00100113393 油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

宗谷
ふじこんくりーとかぶ
しきかいしゃ

藤コンクリート㈱ 稚内市末広３丁目８番３３号 0162-24-1433 本社電話に同じ H25.9.11 H30.9.10 00100001171 汚

宗谷
ふなどまりぎょぎょう
きょうどうくみあい

船泊漁業協同組合
礼文郡礼文町大字船泊村字ヲションナイ
１５９番地１０

0163-87-2101 本社電話に同じ H26.5.11 H31.5.10 00100110879 プ,残,ゴ

宗谷
ほうせいけんせつか
ぶしきかいしゃ

豊成建設㈱ 天塩郡豊富町字豊富表通１６４番地 0162-82-2014 本社電話に同じ H26.11.20 H31.11.19 00110180324 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,体 有り

宗谷 ほくえい ㈲ホクエイ 宗谷郡猿払村字猿払１２７番地２０ 01635-4-5150 本社電話に同じ H24.11.12 H29.11.11 00100100044 プ,陶,金,紙,木,繊,が

宗谷
ほくぶこんくりーとこう
ぎょうしょ

㈱北武コンクリート工業所 枝幸郡浜頓別町智福１丁目１６番地 01634-2-2105 本社電話に同じ H22.6.24 H27.6.12 00100119330 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 ほくりょくしばけん ㈱北緑芝建 稚内市富岡５丁目３番１０号 0162-34-3129 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100007493 燃,汚,紙,木,繊,残,糞,プ,ゴ,金,陶,が

宗谷 ほそやけんせつ 細谷建設㈱ 枝幸郡中頓別町字中頓別２番地 01634-6-1126 01634-2-2105 H25.8.2 H30.7.27 00100055196 汚,紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が

宗谷
ほろのべちょうのう
ぎょうきょうどうくみあ
い

幌延町農業協同組合 天塩郡幌延町２条北１丁目１４番地 01632-5-1211 本社電話に同じ H26.9.21 H31.9.20 00100113937 酸,ア

宗谷 まつだこうぎょう ㈲松田興業
礼文郡礼文町大字船泊村字ヲションナイ
１７８番地の５

01638-7-3040 本社電話に同じ H22.8.10 H27.8.9 00100032775 汚,木,金,陶,が

宗谷
まるさんほくようすい
さん

マルサン北洋水産㈲ 稚内市末広５丁目９番１９号 0162-29-4061 0162-29-4062 H23.5.27 H28.2.23 00110158851 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

宗谷 まるぜんわたなべ ㈱丸善ワタナベ 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町１１番地 0163-82-1117 本社電話に同じ H23.11.24 H28.11.23 00100163075 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 みうら ㈲ミウラ 稚内市緑６丁目８番５号 0162-29-2684 本社電話に同じ H25.10.31 H30.10.30 00100174395 プ,紙,木,繊,ゴ,金

宗谷 みなと ㈲ミナト 稚内市朝日６丁目７番１０号 0162-34-3710 本社電話に同じ H23.12.5 H28.11.11 00100081137 燃,汚,紙,繊,残,プ,ゴ,木,金,が,陶

宗谷 みなとせいそうしゃ ㈱みなと清掃社 稚内市港５丁目６番１０号 0162-22-4877 本社電話に同じ H26.4.28 H31.4.27 00100148580
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

宗谷 もりやせつび ㈲森谷設備 天塩郡豊富町字上サロベツ８８９４番地 0162-82-2217 本社電話に同じ H26.1.24 H31.1.23 00100104648 燃,汚,プ,紙,残,固,ゴ,金,陶,が,糞,体,ば

宗谷 やすだけんせつ 安田建設㈱ 枝幸郡枝幸町幸町５７番地５ 0163-62-4111 本社電話に同じ H26.9.3 H31.9.2 00100179402
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体

宗谷 やのけんせつ 矢野建設㈱ 天塩郡幌延町２条南２丁目１番地 01632-5-1101 本社電話に同じ H24.11.18 H29.11.17 00100051395 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が,繊,ゴ

宗谷 やまだじゃりこうぎょう ㈲山田砂利工業 枝幸郡浜頓別町字頓別 01634-2-3027 本社電話に同じ H22.10.2 H27.10.1 00100072934 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 やまもとけんせつ ㈱山本建設 枝幸郡枝幸町風烈布１２４番地１ 0163-66-1175 本社電話に同じ H25.6.5 H30.6.4 00100142973 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞
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宗谷 やまもとけんせつ 山本建設㈱ 稚内市港５丁目７番４４号 0162-23-3087 本社電話に同じ H26.7.4 H31.7.3 00100178326 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 よしださんぎょう 吉田産業㈱ 利尻郡利尻町仙法志字神磯５４番地 01638-5-1316 本社電話に同じ H23.4.12 H28.4.8 00100038912 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

宗谷 よしのしょうてん ㈲吉野商店 稚内市潮見１丁目７番３０号 0162-32-3431 本社電話に同じ H23.4.17 H28.4.16 00110039275 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が 有り

宗谷 よしやすぐみ ㈱吉安組 利尻郡利尻町沓形字富士見町１７番地 01638-4-2074 本社電話に同じ H22.11.9 H27.11.8 00100073195 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

宗谷
りしりかもつじどうしゃ
うんそう

利尻貨物自動車運送㈱
利尻郡利尻富士町鷲泊字富士野９番地
１

01638-2-1246 本社電話に同じ H23.5.23 H28.5.22 00100039764 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

宗谷 りしりとううんゆ 利尻島運輸㈱ 利尻郡利尻町沓形字本町１１番地 01638-4-2424 本社電話に同じ H23.5.25 H28.5.24 00100039646 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

宗谷
りしりとうけんせつは
いざいしょりきょうどう
くみあい

利尻島建設廃材処理協同組
合

利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇１７５番地 0163-83-1021 本社電話に同じ H22.9.6 H27.8.1 00110120699 木

宗谷 りしりなまこん ㈱利尻生コン
利尻郡利尻富士町鬼脇字清川１４５番地
１

0163-83-1331 本社電話に同じ H23.8.23 H28.8.22 00100161530 汚,プ,木,金,が

宗谷 れぶんうんそう 礼文運送㈱
礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ埋
立地

01638-6-1662 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100047870 汚,木,プ,金,陶,が,紙,残

宗谷 れぶんこうせいしゃ ㈲礼文公清社
礼文郡礼文町大字船泊村字ウヱンナイ
ホ１１１番地の２

0163-87-2762 本社電話に同じ H22.9.24 H27.9.23 00100001177 燃,汚,プ,木,残,金,陶,が

宗谷 わかまつみきすけ 若松　幹助 天塩郡幌延町元町１９番地 01632-5-2336 本社電話に同じ H24.6.25 H29.6.24 00100048144
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,,,,

宗谷
わっかないえいせいこ
うしゃ

㈱稚内衛生公社 稚内市はまなす４丁目１番２号 0162-33-7744 本社電話に同じ H23.3.16 H28.3.7 00110037059
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

有り

宗谷
わっかないかいうん
かぶしきかいしゃ

稚内海運㈱ 稚内市新港町１番地５ 0162-23-7317 本社電話に同じ H24.8.23 H29.8.22 00110167529 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,が,陶,鉱,が 有り

宗谷
わっかないかんこうじ
ぎょうきょうどうくみあ
い

稚内管工事業協同組合 稚内市末広４丁目３番４号 0162-34-0222 本社電話に同じ H25.8.15 H30.8.14 00100173361 燃,汚

宗谷
わっかないぐりーん
ふぁくとりー

㈲稚内グリーンファクトリー 稚内市大字宗谷村字増幌１０８６番地 0162-26-2641 本社電話に同じ H27.2.24 H32.2.23 00100067770 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

宗谷 わっかないけみかる ㈱稚内ケミカル
稚内市大字声問村字サラキトマナイ８４４
番地３

0162-32-7337 本社電話に同じ H25.1.24 H29.11.25 00110051396
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

有り

宗谷
わっかないすいさん
はいきぶつしょりきょ
うどうくみあい

稚内水産廃棄物処理協同組
合

稚内市中央５丁目３番２号 0162-23-4930 本社電話に同じ H24.6.27 H29.5.22 00100044568 汚,残,酸

宗谷
わっかないびーえす
たいやせんたー

稚内ビーエスタイヤセンター
㈱

稚内市大黒５丁目４番１２号 0162-23-6930 本社電話に同じ H23.9.1 H28.8.31 00110161317 プ 有り

宗谷 わっかないまるぜん 稚内丸善㈱ 稚内市港１丁目６番８号 0162-22-2529 0162-22-0373 H23.2.24 H28.2.23 00100119859 プ
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