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後志 あーすびるど ㈱アースビルド 小樽市長橋５丁目７番１１号 0134-33-5100 本社電話に同じ H25.1.8 H30.1.7 00100170039 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 あかいがわうんゆ ㈲赤井川運輸 余市郡赤井川村字明治２４番地２ 0135-34-6231 本社電話に同じ H24.4.15 H29.4.14 00100047292 汚,プ,紙,木,金,陶,が,糞

後志 あかいしけんせつ 赤石建設㈱ 余市郡余市町大川町１１丁目４０番地 0135-23-5111 本社電話に同じ H26.11.1 H31.10.31 00110018440 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

後志 あきこうぎょう アキ工業㈱ 虻田郡ニセコ町字元町７９番地４５ 0136-44-2032 本社電話に同じ H25.10.30 H30.10.29 00100056675 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 あべうんそう ㈲阿部運送 小樽市オタモイ２丁目４番３４号 0134-26-2804 本社電話に同じ H25.2.25 H30.2.24 00100102343 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

後志
いー・えふ・えっちこん
さるたんと

㈱イー・エフ・エッチコンサル
タント

虻田郡倶知安町南１１条東１丁目２番地 0136-23-3150 本社電話に同じ H24.3.20 H29.3.19 00100165435 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志
いいじまうんゆぶつ
りゅう

飯島運輸物流㈱ 岩内郡岩内町字野束２７３番地の５０ 0135-63-2538 本社電話に同じ H24.10.17 H29.7.11 00100097405 油,酸,ア,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が

後志 いけだ　かずしげ 池田　和繁 小樽市稲穂４丁目２番１３号 0134-33-6121 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00100156400 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 いしかわけんき ㈲石川建機 小樽市天神２丁目９番１０号 0134-25-0777 本社電話に同じ H26.2.9 H31.2.8 00100014495 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 いしざわぐみ ㈱石澤組 寿都郡寿都町字開進町１１５番地２ 0136-62-2084 本社電話に同じ H22.11.1 H27.10.31 00100123003 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
いしだけんせつこう
ぎょう

㈲イシダ建設工業 余市郡仁木町大江１丁目１１６番地 0135-32-2661 本社電話に同じ H24.11.29 H29.11.28 00100139564 木,陶,が

後志 いのうえさんぎょう 井上産業㈱ 磯谷郡蘭越町港町１３９３番地１ 0136-56-2556 本社電話に同じ H23.3.12 H28.3.11 00100033073
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞

後志
いわないかいどううん
ゆ

㈲岩内海同運輸 岩内郡岩内町字御崎６番地の４ 0135-62-0730 本社電話に同じ H26.7.18 H31.6.30 00100020195 汚,紙,残,が

後志
えいしんかいはつこう
ぎょう

栄伸開発工業㈱ 小樽市塩谷３丁目３０番地 0134-26-1251 本社電話に同じ H22.8.24 H27.7.31 00110030098
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞

有り

後志 えいとさんぎょう ㈲エイト産業 余市郡余市町美園町４６９番地 0135-23-5101 本社電話に同じ H23.12.13 H28.11.1 00100080151 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体

後志 えこふぃすじゃぱん エコフィスジャパン㈱ 札幌市清田区平岡１条２丁目１２番１７号 011-886-2610 0133-74-8668 H23.12.11 H28.12.10 00110049289 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が 有り 🏠

後志 えこめんてなんす エコメンテナンス㈱ 岩内郡岩内町字大浜１８番地の１７ 0135-62-3611 本社電話に同じ H27.1.29 H32.1.28 00100027417 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

後志
えす・えすあらいけん
せつ

㈲エス・エス荒井建設 小樽市塩谷１丁目２番５５号 0134-28-2141 本社電話に同じ H27.4.15 H32.4.14 00100117647 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 えちぜんばんきん ㈲越善板金 古平郡古平町大字浜町１１９番地 0135-42-2723 本社電話に同じ H25.5.23 H30.5.22 00110172046 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

後志 えむ・えふこうぎょう ㈲エム・エフ工業 岩内郡共和町梨野舞納３３３番地１ 0135-61-4055 本社電話に同じ H25.9.13 H30.9.12 00100173769 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
えむあんどえふ・さー
びす

㈲エムアンドエフ・サービス
虻田郡倶知安町南１１条西１丁目４番地
７

0136-22-1556 本社電話に同じ H25.5.21 H30.5.20 00100132805 油,プ,ゴ,金,陶
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後志 おおくぼ　そう 大久保　崇 岩内郡岩内町字御崎１４番地の９ 0135-67-7070 本社電話に同じ H23.9.6 H28.9.5 00100161904 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 おおもりさんぎょう ㈲大森産業 小樽市真栄１丁目１８番３号 0134-22-3389 0134-21-3113 H26.4.1 H31.3.31 00110005801
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

有り

後志 おだぐみ ㈱小田組 小樽市張碓町２２６番地 0134-62-5757 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100055636 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 おだじまぐみ ㈱小田嶋組 古平郡古平町大字浜町７８７番地の３ 0135-42-2415 0135-23-5670 H25.3.18 H30.3.17 00100102771 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志
おたるえいせいかがく
こうぎょう

㈱小樽衛生化学工業 小樽市桜２丁目２６番３５号 0134-54-7506 0134-26-1667 H22.8.20 H27.8.19 00110007828
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞

有り

後志 おたるえこさーびす 小樽エコサービス㈱ 小樽市築港１１番１号 0134-21-5020 本社電話に同じ H26.3.13 H31.3.9 00100059788
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

後志
おたるかんきょうえい
せいしゃ

㈱小樽環境衛生社 小樽市長橋４丁目４番４号 0134-32-1233 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016522 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

後志
おたるかんきょうさー
びす

㈲小樽環境サービス 小樽市朝里川温泉２丁目７１１番地１１ 0134-51-5685 本社電話に同じ H25.3.6 H30.3.5 00110102344
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が

有り

後志
おたるけんせつこが
たうんそう

㈲小樽建設小型運送 小樽市最上１丁目２５番３号 0134-22-6154 本社電話に同じ H26.11.26 H31.11.25 00100016508 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

後志
おたるけんせつさん
ぎょう

小樽建設産業㈲ 小樽市幸２丁目１４番１号 0134-32-3550 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016521
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体

後志
おたるしげんりさいく
るきょうどうくみあい

小樽資源リサイクル協同組
合

小樽市港町１番１号 0134-21-7771 本社電話に同じ H23.9.29 H28.8.16 00110079249
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

有り

後志
おたるじょうかせん
たー

㈱小樽浄化センター 小樽市天神２丁目８番２号 0134-33-8411 本社電話に同じ H26.8.14 H31.8.13 00100016516
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

後志 おたるしんえい ㈲小樽伸栄 小樽市オタモイ３丁目１１番８号 0134-26-3809 本社電話に同じ H26.10.27 H31.10.26 00100110183 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 おばらこうぎょう ㈲小原興業 小樽市朝里川温泉１丁目２１９番４号 0134-54-8316 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00110016514 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が 有り

後志 おりの　ごろう 折野　五郎 小樽市入船４丁目２９番７号 0134-23-8936 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016533 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 かいしんどぼく ㈲開進土木 小樽市富岡２丁目１２番１１号 0134-29-2394 本社電話に同じ H22.12.26 H27.11.24 00100123673
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

後志 かさまるどけん ㈱かさまる土建 小樽市赤岩１丁目１１番８号 0134-21-5117 本社電話に同じ H25.11.16 H30.11.13 00100107657 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 かなやま　やすぞう 金山　泰三 余市郡余市町栄町２５４番地 0135-22-2639 本社電話に同じ H26.6.6 H31.6.4 00100111674
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

後志
かねじゅうけんせつう
んゆ

㈲カネジュウ建設運輸 小樽市朝里川温泉１丁目３９６番地１０ 0134-52-4075 本社電話に同じ H22.6.14 H27.6.13 00100119135 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志
かやぬまけんせつこ
うぎょう

茅沼建設工業㈱ 古宇郡泊村大字茅沼村５７０番地 0135-75-2036 本社電話に同じ H27.1.20 H32.1.19 00100116100 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,鉱

後志 かわさきけんせつ 川崎建設㈱ 虻田郡京極町字三崎２１８番地の９ 0136-42-2077 本社電話に同じ H24.8.8 H29.8.7 00100079638 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が
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後志 きくちぐみ ㈱菊地組 積丹郡積丹町大字美国町字小泊２２４番 0135-44-3311 本社電話に同じ H23.8.9 H28.7.17 00100078607 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

後志
きくちけんせつこう
ぎょう

菊地建設鉱業㈱ 虻田郡京極町字京極３９９番地 0136-42-2329 0136-42-2085 H23.8.20 H28.8.19 00100042221 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

後志
きたいちほくせいけん
せつ

㈲北一北成建設 岩内郡岩内町字野束２７２番地の６ 0135-62-9797 本社電話に同じ H26.10.16 H31.10.15 00100084360 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 きたけん ㈱北建 小樽市天神１丁目１０番８号 0134-25-1087 0134-64-3972 H26.8.6 H31.7.8 00100062755 プ,金,が

後志
きたしりべしせいそう
きぎょうくみあい

北後志清掃企業組合 余市郡余市町大川町７丁目７２番地 0135-21-2660 0135-22-0077 H26.6.29 H31.6.28 00100018442 汚,油,酸,ア,木,残,糞

後志 きたにほんしょうどく ㈱北日本消毒 小樽市港町７番２号 0134-29-3143 本社電話に同じ H26.9.12 H28.3.19 00110126450
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

有り

後志 きたにほんぶつりゅう 北日本物流㈱ 小樽市築港６番４号 0134-27-55110134-27-5091  0144-57-6435H26.8.6 H31.7.12 00100112657 酸

後志 きむらりんぎょう ㈱木村林業 余市郡赤井川村字都１９０番地 0135-34-6800 本社電話に同じ H24.5.30 H29.5.29 00100085013 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 きもべつほくじうんゆ 喜茂別北自運輸㈲ 虻田郡喜茂別町字喜茂別１２番地の１ 0136-33-2743 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.26 00100042222 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

後志 きょうえいうんゆ 共栄運輸㈲ 磯谷郡蘭越町昆布町１３４番地５７ 0136-58-2305 本社電話に同じ H23.6.24 H28.6.23 00100040757 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば

後志 きょうごくうんゆ ㈱京極運輸 虻田郡京極町字春日１１３番地 0136-42-2366 本社電話に同じ H26.5.26 H31.5.25 00100110739 酸

後志
きょうごくかんきょうく
りーん

㈲京極環境クリーン 虻田郡京極町字三崎７７番地７５ 0136-41-2530 本社電話に同じ H25.1.18 H30.1.17 00100140482 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 きょうごくけんせつ 京極建設㈱ 虻田郡京極町字三崎２０９番地 0136-42-2424 本社電話に同じ H23.6.17 H28.6.16 00100040541
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,ば

後志 きょうしんさんぎょう ㈲強新産業 岩内郡共和町発足１２４番地の２ 0135-74-3630 本社電話に同じ H24.1.17 H28.12.27 00100132655 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 きょうせいけんせつ 協誠建設㈱ 小樽市オタモイ３丁目１３番２０号 0134-26-2002 本社電話に同じ H27.2.4 H32.2.3 00100016511 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 きょうわせいそうしゃ ㈲共和清掃社 岩内郡共和町発足２４５７番地 0135-74-3621 本社電話に同じ H22.8.10 H27.7.30 00110032665 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

後志
きょくとうさんぎょうこう
えき

極東産業交易㈱ 小樽市稲穂５丁目１９番３号 0134-25-8455 本社電話に同じ H22.10.5 H27.10.4 00100122232 プ,木,金,陶

後志 きよもとじゅうき ㈲清本重機 虻田郡京極町字三崎８１番地２７ 0136-42-2321 本社電話に同じ H24.11.13 H29.11.12 00100139234 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志
くっちゃんかんきょう
さーびす

㈱倶知安環境サービス
虻田郡倶知安町北３条東４丁目３番地４
９

0136-22-2531 本社電話に同じ H26.6.4 H31.6.3 00100149241 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 くっちゃんきこう ㈱倶知安機工
虻田郡倶知安町北３条東４丁目３番地４
９

0136-22-1205 本社電話に同じ H24.12.11 H29.12.10 00100169798 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 くどう　みつお 工藤　巳津夫 小樽市入船３丁目１５番４９号 0134-61-7765 本社電話に同じ H23.10.18 H28.10.17 00100162660 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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後志 くぼこうぎょう 久保興業㈱ 小樽市星野町１２番９号 0134-62-4122 0134-62-5536 H26.1.11 H31.1.10 00100001123
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

後志 くりーんさーびす ㈱クリーンサービス 小樽市天神２丁目８番１号 0134-33-2633 本社電話に同じ H27.4.1 H32.3.31 00110029662 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が 有り

後志 くろさかけんせつ 黒坂建設㈱ 小樽市新富町５番３号 0134-22-4420 本社電話に同じ H24.10.6 H29.10.5 00100050778 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が*

後志
けいしんくりーんさー
びす

㈲慶信クリーンサービス 寿都郡寿都町字湯別町上湯別８５番地５ 0136-64-5543 0136-57-5317 H26.11.12 H31.11.11 00100065470
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,ば

後志 けいずじゃぱん ㈲ケイズジャパン 小樽市桜１丁目２６番１１号 0134-54-0025 本社電話に同じ H25.6.1 H30.5.31 00100171950 プ,木,金,陶

後志
けんゆうぎけんこう
ぎょう

建友技研工業㈱ 小樽市塩谷２丁目３番５号 0134-26-2902 本社電話に同じ H22.5.25 H27.5.24 00100030722 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 こうわうんゆ 幸和運輸㈱ 小樽市築港７番１２号 0134-29-3335 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016525 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ごけんこうぎょう ㈲五建工業 小樽市桜５丁目４番２７号 0134-54-7225 本社電話に同じ H22.6.11 H27.6.10 00100154912 プ,木,金,陶,が

後志 ごとううんゆ ㈲後藤運輸 島牧郡島牧村字本目１０１番地１ 0136-76-7504 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.26 00100010598 プ,木,ゴ,金,陶,が

後志 こまつだ ㈱コマツダ 小樽市住吉町１２番１５号 0134-32-6123 本社電話に同じ H23.12.18 H28.12.17 00100080796 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 こんどうこうぎょう 近藤工業㈱ 小樽市若竹町３番１号 0134-32-5500 本社電話に同じ H23.3.30 H28.3.29 00100076091 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 さかたにうんそうしゃ ㈱酒谷運送社 岩内郡共和町国富３番地１２ 0135-72-1225 本社電話に同じ H26.7.1 H31.6.30 00100020196 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

後志 さくらいこうぎょう ㈱桜井工業 小樽市入船４丁目４番３５号 0135-32-2319 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100134867 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 さけん ㈲佐建 小樽市朝里川温泉２丁目６７３番地 0134-54-6141 本社電話に同じ H22.6.27 H27.6.26 00100031472 プ,木,金,陶,が

後志 ささきけんせつ ㈲佐々木建設
積丹郡積丹町大字美国町字船澗５９０番
地

0135-44-2504 本社電話に同じ H23.11.22 H28.11.21 00100163443 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ささきそうけん ㈱佐々木創建 小樽市朝里川温泉１丁目３３４番地２ 0134-51-5205 本社電話に同じ H22.8.19 H27.8.18 00100121250 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 さっぽろしょううん ㈱札幌商運 小樽市銭函３丁目５１４番地５ 0134-62-7700 本社電話に同じ H24.5.25 H29.5.24 00100135345 汚

後志 さっぽろゆし ㈱札幌油脂 小樽市銭函３丁目５２２番地６ 0134-62-7592 本社電話に同じ H22.11.20 H27.11.19 00100035154 油,残,金

後志 さとうけんせつ 佐藤建設㈱ 磯谷郡蘭越町蘭越町２３８番地 0136-57-5119 本社電話に同じ H25.10.7 H30.10.6 00100106764 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 さぶこ ㈱サブコ
札幌市西区西野３条８丁目１番１－８１７
号

011-665-0404 本社電話に同じ H26.11.5 H30.6.9 00110062748 プ,紙,木,金,陶 有り

後志 さんえいこうぎょう ㈱三栄工業 小樽市花園４丁目１３番１８号 0134-25-1955 0134-25-7755 H27.3.17 H32.3.16 00100063167 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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後志 さんおうせつび ㈱三央設備 小樽市オタモイ３丁目２番５号 0134-26-2250 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.12 00100016529 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

後志 さんけいけんせつ ㈱三景健設 小樽市祝津２丁目３４８番地５ 0134-29-0619 本社電話に同じ H22.5.26 H27.5.21 00100003239 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 さんけんこうぎょう ㈱三建工業 小樽市緑１丁目２２番１号 0134-23-1881 本社電話に同じ H25.7.11 H30.7.10 00100104991 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
さんようけんせつこう
ぎょう

三陽建設工業㈱ 岩内郡共和町老古美４９番地の１ 0135-62-1306 本社電話に同じ H26.9.4 H31.9.3 00100179236 燃,泥,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

後志 しだけんせつ ㈱志田建設 虻田郡ニセコ町字有島９０番地２２ 0136-44-3141 本社電話に同じ H23.3.28 H28.3.27 00100126432 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しひがわぐみ ㈱志比川組 磯谷郡蘭越町蘭越町９３０番地３ 0136-57-5947 本社電話に同じ H27.1.13 H32.1.12 00110152574 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

後志 しまざきさんぎょう ㈲嶋﨑産業 小樽市幸４丁目１２番２１号 0134-33-0309 本社電話に同じ H26.7.23 H31.7.22 00100039729 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しままきかいはつ 島牧開発㈱ 島牧郡島牧村字泊４９番地 0136-75-6036 本社電話に同じ H26.6.20 H31.6.19 00100149442 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しゅうわしょうじ ㈲秀和商事 岩内郡岩内町字東山５５番地の４ 0135-62-1400 本社電話に同じ H22.10.27 H27.10.26 00100035010 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しゅくつうんそう ㈲祝津運送 小樽市祝津２丁目１９１番地 0134-25-3622 本社電話に同じ H22.9.2 H27.9.1 00100016530 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しょうきこうぎょう ㈱庄木興業 余市郡余市町港町２１１番地２７ 0135-23-5048 本社電話に同じ H27.1.8 H32.1.7 00100152630 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しょうけん 翔建㈲ 小樽市祝津２丁目３０８番地８０ 0134-25-9193 本社電話に同じ H23.9.27 H28.9.26 00100130327 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 じょうほくうんそう 常北運送㈲ 虻田郡ニセコ町字西富２０番地１９ 0136-58-2602 本社電話に同じ H26.1.23 H31.1.14 00100146841 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

後志 しょうわとらっく 昭和トラック㈱ 虻田郡真狩村字真狩４０番地８ 0136-45-2231 本社電話に同じ H23.5.24 H28.5.12 00100032030 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

後志
しりべしかんきょうか
んり

後志環境管理㈱ 余市郡余市町黒川町１０丁目４０番地１２ 0136-23-7176 本社電話に同じ H26.4.16 H31.4.15 00110110625 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

後志 しりべしけんせつ ㈱後志建設 岩内郡共和町国富３番地の４ 0135-72-1316 本社電話に同じ H24.6.13 H29.6.12 00100047091 プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
しりべしけんせつこう
ぎょう

後志建設工業㈱ 虻田郡喜茂別町字喜茂別２７５番地３ 0136-33-2134 本社電話に同じ H24.11.21 H28.8.4 00100014157
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,体,ば

後志 しりべしさんぎょう ㈱後志産業 余市郡余市町栄町６５番地 0135-23-1122 本社電話に同じ H27.1.23 H32.1.19 00100027008 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しろのでんきこうぎょう 城野電機工業㈱ 余市郡余市町栄町３６番地４ 0135-23-3195 本社電話に同じ H24.1.15 H29.1.14 00100132807 プ,木,金,陶,が

後志 しんえいけんせつ ㈲進栄建設 小樽市天神２丁目１０番２号 0134-61-1378 本社電話に同じ H24.9.12 H29.9.3 00100040047 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しんえいしょうじ ㈱進栄商事 小樽市勝納町７番２１号 0134-22-8402 0134-23-6802 H25.1.18 H30.1.6 00110052099 油,酸,ア,プ,紙,木,金,陶,が 有り
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後志 しんこうじゅうけん ㈲新幸重建 小樽市新光３丁目１１番１００６号 0134-54-3188 本社電話に同じ H24.10.31 H29.10.30 00100169167 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しんどう　ゆきひろ 進藤　幸弘 小樽市長橋３丁目１４番１７号 0134-32-1810 本社電話に同じ H24.8.3 H29.8.2 00100167632 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 しんどうなんそうごう ㈲新道南総合 虻田郡京極町字三崎７７番地７０ 0136-42-3555 本社電話に同じ H24.9.7 H28.10.10 00100080524 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 すがいうんゆ 須貝運輸㈱ 小樽市高島２丁目１番７号 0134-32-3636 本社電話に同じ H25.10.17 H30.10.16 00100145413 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

後志 すがいこうぎょう 須貝興業㈱ 小樽市幸４丁目８番１９号 0134-32-6600 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016515 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 すがわら ㈱スガワラ 寿都郡黒松内町字黒松内２０５番地 0136-72-3121 本社電話に同じ H22.9.23 H27.9.22 00100122106 汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,糞

後志 すがわらぐみ ㈱菅原組 磯谷郡蘭越町昆布町１３４番地４８ 0136-58-2207 本社電話に同じ H22.8.7 H27.8.6 00100155930 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 すぎもとうんゆ ㈱杉本運輸 小樽市奥沢４丁目１７番１２号 0134-23-6201 本社電話に同じ H26.4.9 H31.3.31 00110016539
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

有り

後志 すけっと ㈲助っ人 余市郡赤井川村字都１６３番地６ 0136-34-6030 本社電話に同じ H26.4.17 H31.4.16 00100177060 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 すっつさいせき ㈱寿都砕石 寿都郡寿都町字矢追町５９５番地２ 0136-62-2402 本社電話に同じ H24.8.1 H29.7.31 00100097976 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 すっつなまこん 寿都生コン㈱ 寿都郡寿都町字矢追町７０９番地の１ 0136-62-3711 本社電話に同じ H27.3.2 H32.3.1 00100098277 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 せいわうんゆ 星和運輸㈲ 寿都郡寿都町字磯谷町島古丹５８番地 0135-65-6311 本社電話に同じ H23.11.2 H28.11.1 00100162908 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 そうけんしゃ ㈲創建社 小樽市最上２丁目２番７号 0134-34-1850 本社電話に同じ H26.5.6 H31.5.5 00100061118 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 だいいちでんせつ 第一電設㈱ 岩内郡岩内町字万代３５番地の５ 0135-62-0502 0135-62-4566 H23.7.29 H28.7.28 00110129343 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

後志 たいこううんゆ ㈲大晃運輸 岩内郡共和町老古美４９番地の１ 0135-62-1306 本社電話に同じ H26.10.29 H31.10.28 00100024597 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

後志
たいこうけんざいこう
ぎょう

㈱大功建材工業 小樽市天神３丁目９番２号 0134-22-1330 本社電話に同じ H26.4.9 H31.3.31 00100016518 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 だいしんうんゆ ㈲大伸運輸 古平郡古平町大字浜町２７２番地１ 0135-42-2752 本社電話に同じ H23.7.29 H28.7.28 00100041724 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 だいどううんゆ 大同運輸㈱ 小樽市手宮１丁目３番１号 0134-25-4444 本社電話に同じ H23.4.24 H28.4.23 00100039470 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

後志
だいやもんどかってぃ
んぐ

㈱ダイヤモンドカッティング 岐阜県岐阜市下西郷１丁目１７０番地１ 058-293-5110 0134-21-4446 H23.12.7 H28.12.6 00100163052 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 たかのれいとう 高野冷凍㈱ 小樽市長橋１丁目２１番１１０号 0134-23-75850135-23-5215 0135-22-4175H26.6.8 H31.6.7 00100018441 汚,残

後志 たかはしけんせつ 高橋建設㈱ 磯谷郡蘭越町昆布町１３４番地 0136-58-2208 本社電話に同じ H23.11.30 H28.11.29 00100081567 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）



振興
局

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 ※ HP

後志 たかやまでんき ㈲髙山デンキ 虻田郡ニセコ町字本通１４０番地 0136-44-2938 本社電話に同じ H26.1.28 H31.1.27 00100175999 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 たけやまけんせつ ㈱竹山建設 虻田郡倶知安町北１条東１丁目 0136-22-1244 本社電話に同じ H22.5.10 H27.5.9 00100069681 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 たにいこうぎょう ㈲谷井工業 虻田郡倶知安町字高砂９１番地 0136-22-4929 本社電話に同じ H25.4.15 H30.4.14 00100141959 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 たむらこうぎょう ㈱田村工業 岩内郡岩内町字相生１４７番地の１０ 0135-62-1080 本社電話に同じ H24.2.26 H29.2.25 00100074634 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ちとせりんぎょう 千歳林業㈱ 虻田郡倶知安町字琴平１５２番地２７ 0136-23-2112 本社電話に同じ H26.4.17 H31.3.26 00100110162 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ちょうぐみ ㈱長組 寿都郡寿都町字新栄町１７番地 0136-62-2525 本社電話に同じ H24.5.19 H29.5.18 00100048110 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 つかこしさんぎょう ㈲塚越産業 虻田郡ニセコ町字富士見１５０番地２ 0136-44-2630 本社電話に同じ H25.8.25 H30.8.24 00110055615 汚,プ,紙,木,残,金,陶,が,糞,体 有り

後志 つかさこうぎょう ㈲司工業 小樽市若竹町２４番４６号 0134-54-1399 本社電話に同じ H22.5.1 H27.4.30 00100069557 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 つじもくざい 辻木材㈱ 札幌市手稲区星置南１丁目１番１５号 011-683-2441 0135-34-6011 H26.10.28 H31.10.27 00100062416 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 つちやうんゆ 土屋運輸㈱ 小樽市築港７番１１号 0134-25-8189 本社電話に同じ H25.9.19 H30.9.18 00100173930 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 としかいはつ 都市開発㈱ 小樽市奥沢５丁目９番４号 0134-25-4936 本社電話に同じ H22.6.14 H27.6.13 00100016538 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 としかんきょうかんり 都市環境管理㈲ 磯谷郡蘭越町蘭越町５５９番地 0136-57-6764 本社電話に同じ H26.5.2 H31.5.1 00100177190
燃,泥,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

後志
とよたぶひんほっか
いどうきょうはん

トヨタ部品北海道共販㈱ 札幌市豊平区西岡４条１丁目１３番５０号 011-851-5111 0134-26-2160 H26.1.24 H31.1.15 00110101329 プ,金,陶 有り

後志 ながさわけんせつ ㈱長澤建設 磯谷郡蘭越町字大谷２９５番地２ 0136-57-6273 本社電話に同じ H26.1.23 H31.1.15 00100146801
燃,汚,油,酸,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
糞,ば

後志 ながさわでんき ㈱長澤電気 磯谷郡蘭越町蘭越町５６番地 0136-57-5730 本社電話に同じ H26.9.18 H31.9.17 00100179626 プ,木,金,陶,が

後志 なかじま ㈱ナカジマ 磯谷郡蘭越町字三和１２７７番地１ 0136-56-2255 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.16 00100064205 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 なかたこうぎょう ㈲中田興業 小樽市入船５丁目２０番６号 0134-32-2268 本社電話に同じ H22.7.1 H27.6.8 00100031176 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

後志 なかのさんぎょう ㈲中野産業 虻田郡ニセコ町字ニセコ４４６番地 0136-58-2755 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.6 00110000859
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,ば

有り

後志 なかむらけんせつ 中村建設㈱ 余市郡余市町黒川町１２９４番地６ 0135-23-3830 本社電話に同じ H22.5.15 H27.5.14 00100154643 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 なかむらこうぎょう ㈱中村興業 小樽市奥沢４丁目８番１１号 0134-23-9920 本社電話に同じ H23.3.24 H28.3.23 00100159283 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 なかやま　だんきち 中山　男吉 小樽市赤岩２丁目２４番２２号 0134-27-0111 本社電話に同じ H22.5.19 H27.5.18 00100118670 残,固,体

収集運搬業（20150331）
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後志 なかやまけんせつ 中山建設㈱ 余市郡余市町沢町１丁目１５番地 0135-22-5194 本社電話に同じ H23.11.18 H28.11.17 00100043974 汚,プ,木,金,陶,が

後志 なりた　ひろし 成田　博 古平郡古平町大字浜町６５４番地１０ 0135-42-3408 本社電話に同じ H26.4.17 H31.4.16 00110177059 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

後志 なんきけんせつ 南輝建設㈱ 札幌市南区石山１条２丁目１番１０号 011-591-1232 本社電話に同じ H25.7.29 H27.9.22 00100109473 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

後志 にきこがたうんゆ ㈲仁木小型運輸 余市郡仁木町南町１丁目１１番地 0135-32-2074 本社電話に同じ H24.3.20 H29.3.19 00100134231 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば

後志 にきじゅうき ㈲仁木重機 余市郡仁木町西町３丁目２８番地 0135-32-3125 本社電話に同じ H22.8.15 H27.8.14 00100020425 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 にせこかんきょう
ニセコ環境㈱（旧ニセコ運輸
㈲）

虻田郡倶知安町字峠下 0136-22-0745 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.26 00110039647
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

後志 にせこじゅうき ㈱ニセコ重機 虻田郡ニセコ町字福井３６４番地 0136-58-2745 本社電話に同じ H23.7.10 H28.7.9 00100041098 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
にちどうけんせつうん
ゆ

㈱日道建設運輸 虻田郡喜茂別町字喜茂別３５５番地 0136-33-2629 本社電話に同じ H24.3.14 H29.2.27 00100003238 燃,汚,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,ば

後志
のうじくみあいほうじ
んふたばたいひせい
さんりようくみあい

農事組合法人双葉堆肥生産
利用組合

虻田郡喜茂別町字中里３４４番地 0136-33-6114 本社電話に同じ H27.3.17 H32.3.16 00100117210 汚

後志 のじま　あつひろ 野島　厚広 小樽市信香町２番７号 0134-24-4561 本社電話に同じ H25.6.7 H30.6.6 00100172047 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 はたうんゆどぼく 波田運輸土木㈱ 岩内郡共和町老古美５６番地の１１ 0135-62-0811 0135-62-6052 H25.7.5 H30.7.4 00100004217
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,
ば,⑬

後志 はなもりほどう ㈲花盛舗道 虻田郡倶知安町北７条西１丁目１番１１ 0136-23-0506 本社電話に同じ H22.11.10 H27.11.9 00100157271 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 はまおたるうんゆ ㈲浜小樽運輸 小樽市港町６番４号 0134-22-3341 本社電話に同じ H25.12.12 H30.12.11 00100146241 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 はろーりさいくる ㈱ハローリサイクル 小樽市入船５丁目２０番６号 0134-27-4766 本社電話に同じ H23.7.13 H28.7.12 00100160462 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ひさみつこうぎょう 久光工業㈱ 寿都郡黒松内町字黒松内１５３番地３ 0136-72-3168 本社電話に同じ H24.6.20 H29.6.18 00100136136 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ひの ㈱日野 磯谷郡蘭越町蘭越町５８６番地１５ 0136-57-5065 本社電話に同じ H24.4.8 H29.4.7 00100047188 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ひらのうんゆ 平野運輸㈲ 岩内郡岩内町字高台１１９番地２ 0135-62-0681 本社電話に同じ H25.8.5 H30.7.29 00100004440 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 🏠

後志 ふかざわ ㈱フカザワ 余市郡仁木町北町１丁目８０番地 0135-32-3073 本社電話に同じ H25.5.29 H30.5.16 00100103931 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 ふくしまけんせつ ㈱福島建設 磯谷郡蘭越町字大谷３６３番地 0136-57-6455 本社電話に同じ H26.12.9 H31.12.8 00100181091 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
ふくはらけんざいさん
ぎょう

㈲福原建材産業 余市郡余市町梅川町７７４番地１ 0135-22-5740 本社電話に同じ H22.10.20 H27.10.19 00100034838 プ,木,金,陶,が

後志 ふじおかこうぎょう 藤岡工業㈱ 虻田郡留寿都村字留寿都７６番地 0136-46-3118 本社電話に同じ H23.12.19 H28.12.18 00100040271 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば
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後志 ふじでんきしょうかい ㈱富士電気商会 岩内郡岩内町字相生８０番地１ 0135-62-1072 本社電話に同じ H24.4.5 H29.4.4 00100165657 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ふるがきけんせつ ㈱古垣建設 余市郡余市町入舟町１２６番地 0135-22-5578 0135-23-9923 H25.9.18 H30.9.17 00100055684 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

後志 ふるびらせいそうしゃ ㈲古平清掃社 古平郡古平町大字浜町２７２番地１ 0135-42-2752 本社電話に同じ H24.11.22 H29.11.21 00110100516 プ,残,金,陶 有り

後志 ほうじゅぞうえん ㈱宝樹造園 小樽市塩谷４丁目１３番地 0134-26-0488 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100140130 プ,木,金,陶,が

後志
ほうふくじゅうきこう
ぎょう

㈱宝福重機工業 古平郡古平町大字浜町３６番地 0135-42-2813 本社電話に同じ H24.7.28 H29.7.27 00100167531 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

後志 ほくとうんそう ㈲北都運送 磯谷郡蘭越町字大谷２４３番地２ 0136-57-5523 本社電話に同じ H24.5.27 H29.5.26 00100048317
燃,汚,油,酸,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,ば

後志 ほくどこうぎょう 北土工業㈲ 余市郡余市町梅川町５１２番地１ 0135-23-7799 本社電話に同じ H24.4.12 H29.4.11 00100165765 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ほくなんでんせつ ㈱北南電設 小樽市蘭島１丁目１２番１１号 0134-64-3325 本社電話に同じ H23.8.22 H28.8.21 00100129687 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

後志
ほくりゅうけんざいこう
ぎょう

㈲北立建材工業 小樽市天神２丁目１０番２号 0134-61-1217 本社電話に同じ H25.3.26 H30.3.25 00100002499 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 ほそださんぎょう ㈲細田産業 虻田郡倶知安町北４条東４丁目３番地 0136-22-1394 本社電話に同じ H26.4.21 H31.4.20 00100016652
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

後志
ほっかいどうかんきょ
うきてーる

㈱北海道環境キテール 沙流郡日高町字清畠８７番地１７ 011-811-1366 01456-5-2347 H24.2.8 H29.2.7 00100116425
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬ 🏠

後志 ほっかいどうきむら ㈱北海道木村 小樽市銭函４丁目１６１番４号 0133-72-6028 本社電話に同じ H24.7.4 H29.7.1 00110005800
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞

有り

後志
ほっかいどうなまこん
さーびす

北海道生コンサービス㈱ 虻田郡倶知安町字高砂２２４番地５ 0136-22-3586 本社電話に同じ H22.12.16 H27.12.15 00100124232 汚

後志
ほっかいどうねっと
わーくす

㈱北海道ネットワークス 小樽市蘭島１丁目２７番５号 0134-65-2121 本社電話に同じ H25.8.8 H30.8.1 00100143870 油,プ,ゴ,金,陶,が

後志
ほっかいどうぱわーえ
んじにありんぐ

北海道パワーエンジニアリン
グ㈱

札幌市中央区北４条西１丁目２番地１ 011-221-3921 01392-5-7152 H27.3.20 H32.3.19 00100028716 酸

後志 ほっこうゆき ㈲北興油機 小樽市奥沢３丁目３０番７号 0134-34-2636 本社電話に同じ H24.7.18 H29.7.17 00100049487 汚,油,プ,木,ゴ,金,陶,鉱,が

後志 ほんまうんゆ 本間運輸㈱ 小樽市朝里２丁目６番１５号 0135-54-3131 本社電話に同じ H26.4.7 H31.4.6 00100110448 酸

後志 まえせいそうしゃ ㈲前清掃社 岩内郡岩内町字清住１５９番地 0135-62-0341 本社電話に同じ H26.7.19 H31.6.30 00100020193 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

後志 まかべせきざい ㈲真壁石材 小樽市新光５丁目３０番７号 0134-52-2111 本社電話に同じ H22.11.2 H27.10.20 00100122782 プ,木,金,陶,が

後志 まきのこうぎょう 牧野工業㈱ 虻田郡ニセコ町字里見６１番地１ 0136-44-2280 本社電話に同じ H24.6.4 H29.6.3 00100166575 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 まつもとさんぎょう ㈲松本産業 小樽市奥沢４丁目２８番７号 0134-34-1677 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00110016520
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

有り
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後志 まるいちうんそう 丸一運送㈱ 余市郡余市町栄町４７番地２ 0135-23-5611 本社電話に同じ H27.1.13 H32.1.12 00100152631 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
まるしょうじどうしゃう
んゆ

丸正自動車運輸㈱ 余市郡余市町黒川町４丁目３３番地 0135-23-5525 本社電話に同じ H23.8.26 H28.8.25 00100129683 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 まるしんたかはし ㈲丸進髙橋 小樽市オタモイ１丁目２０番６号 0134-26-0650 本社電話に同じ H22.12.3 H27.12.2 00100157582 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
まるたかまつもとどぼ
く

㈲マルタカ松本土木 小樽市最上１丁目１１番１０号 0134-34-3149 本社電話に同じ H22.5.25 H27.5.23 00100068483 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
まるはちまつとしけん
せつ

丸八松寿建設㈱ 小樽市築港３番３号 0134-22-6801 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016512 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 みかみけんせつ ㈱みかみ建設 小樽市塩谷１丁目１番４５号 0134-26-3420 本社電話に同じ H25.9.3 H30.9.2 00100104827 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 みずみけんせつ 水見建設㈲ 古平郡古平町大字浜町７５８番地 0135-42-3456 本社電話に同じ H24.3.14 H29.3.6 00100134090 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
みずやうちけんせつこ
うぎょう

㈱水谷内建設工業 小樽市緑２丁目２７番４号 0134-32-6498 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016531 木,が

後志 みたうんゆ ㈱三田運輸 岩内郡岩内町字相生２４８番地の１１ 0135-62-0617 本社電話に同じ H26.4.11 H31.4.10 00100002859 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

後志 みやおかうんゆ ㈲宮丘運輸 岩内郡岩内町字東山２０番地の１ 0135-62-1497 本社電話に同じ H25.7.5 H30.7.4 00100004216 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

後志
みやたどけんこうぎょ
うしょ

㈲宮田土建興業所 小樽市緑１丁目１１番１０号 0134-24-1821 本社電話に同じ H23.7.1 H28.6.30 00100160719 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 みやまえけんぎょう 宮前建業㈱ 小樽市桜５丁目２０番２８号 0134-52-4567 本社電話に同じ H25.1.19 H30.1.6 00100052098 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

後志
みやもとどけんこう
ぎょう

宮本土建工業㈱ 小樽市奥沢１丁目１９番４号 0134-25-8787 本社電話に同じ H23.11.17 H28.10.18 00100106050 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
むつみけんせつうん
ゆ

㈲睦建設運輸 余市郡仁木町大江１丁目５番地１ 0135-32-3107 本社電話に同じ H22.12.15 H27.12.14 00100157579 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 むらかみけんせつ 村上建設㈱ 虻田郡真狩村字真狩１５番地５ 0136-45-2352 本社電話に同じ H23.10.26 H28.10.25 00100040758 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 もりじゅうきこうぎょう ㈱森重機工業 岩内郡共和町前田４９番地 0135-73-2588 本社電話に同じ H26.8.20 H31.8.19 00100111675 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 やおき ㈲八起 小樽市赤岩１丁目２７番３４号 0134-33-6560 0133-76-2151 H26.7.28 H31.7.27 00110021273 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞 有り

後志 やすもとしょうてん ㈲安本商店 余市郡余市町黒川町１０丁目６５番地 0135-22-3256 本社電話に同じ H22.10.29 H27.10.23 00110073067 酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶 有り

後志 やだすいさんかこう 矢田水産加工㈲ 岩内郡岩内町字清住２０５番地 0135-62-0507 0135-63-2133 H22.9.14 H27.9.13 00100072418 残

後志 やまうちこうぎょう ㈲山内工業 小樽市末広町４０番１２号 0134-24-9136 本社電話に同じ H25.6.12 H30.6.2 00100142924 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志
やましゅうしまだけん
ぎょう

㈱山修嶋田建業 小樽市入船３丁目１６番７号 0134-32-2017 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.30 00110016536 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り
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後志 やまぶきしょうこう 山吹商工㈱ 小樽市入船５丁目２４番７号 0134-24-1717 本社電話に同じ H27.3.14 H32.3.13 00100182527 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
やまもとじどうしゃか
いたいこうぎょう

㈱山本自動車解体工業 余市郡仁木町南町７丁目８５番地 0135-32-2382 本社電話に同じ H23.11.25 H28.8.20 00110042223 油,酸,ア,プ,木,金,陶,が 有り

後志 やまよしよしおかくみ ㈲ヤマ吉吉岡組 小樽市入船３丁目１７番１５号 0134-22-3773 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100016526 木,が

後志 ゆうけん ㈱優建 小樽市花園４丁目１６番１６号 0134-65-8770 本社電話に同じ H26.6.12 H31.6.11 00100148419 プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志
ゆーずかんぱにー
じゃぱん

ユーズカンパニージャパン㈱ 余市郡余市町山田町３７０番地 0135-23-2558 本社電話に同じ H24.3.1 H29.2.28 00100164919 プ,金

後志 ようていうんゆ 羊蹄運輸㈲ 虻田郡倶知安町字八幡３０１番地 0136-22-1243 本社電話に同じ H24.3.22 H29.3.16 00100047187
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体

後志
よこかわけんせつこう
ぎょう

横川建設工業㈱ 古平郡古平町大字港町２８番地 0135-42-3297 本社電話に同じ H26.12.6 H31.12.2 00100114700 汚,プ,木,金,陶,が

後志 よこやましょうてん ㈱横山商店 小樽市稲穂４丁目２番２１号 0134-23-2725 本社電話に同じ H24.4.12 H29.4.1 00100047333 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱

後志
よしかわけんせつこう
ぎょう

㈲吉川建設工業 虻田郡倶知安町字高砂１４５番地 0136-23-2364 本社電話に同じ H22.11.10 H27.11.9 00100157270 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 よしはらしゅびょう 吉原種苗㈱ 余市郡余市町富沢町２丁目１０番地 0135-22-3366 本社電話に同じ H26.9.20 H31.8.23 00110113504 木,が 有り

後志 ろーどにせこ ㈱ロードニセコ 虻田郡ニセコ町字有島１８番地８４ 0136-44-2294 本社電話に同じ H27.3.19 H32.3.18 00100182571 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 わーくすてしょん ㈲ワークステーション 磯谷郡蘭越町字大谷２２８番地３ 0136-57-5698 本社電話に同じ H24.8.22 H29.8.21 00100167848 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 わいすうんそう ㈲ワイス運送 岩内郡共和町梨野舞納１１８６番地 0135-74-3211 本社電話に同じ H24.6.8 H29.6.7 00100085456
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

後志 わいずけんきうんゆ ワイズ建機運輸合同会社 古平郡古平町大字浜町１１４番地 0135-42-3044 本社電話に同じ H26.5.2 H31.5.1 00100177175 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志 わかさきぞうえん ㈲若崎造園 小樽市蘭島１丁目２６番１８号 0134-64-3171 本社電話に同じ H25.5.23 H30.5.22 00100171869 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

後志
わだけんせつこうぎょ
う

和田建設工業㈱ 余市郡余市町大川町１５丁目６番地１ 0135-22-6688 本社電話に同じ H26.4.6 H31.4.5 00100014938 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

後志 わだけんそうぎょう ㈲和田建総業 小樽市朝里川温泉２丁目７１９番地１ 0134-52-2448 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.30 00100114077 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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