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日高 あいびっくす ㈱アイビックス 沙流郡平取町本町１００番地２ 01457-4-6611 本社電話に同じ H26.3.3 H31.3.2 00100109781 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

日高 いそだぐみ ㈱磯田組 沙流郡日高町富川南３丁目２番３２号 01456-2-0050 本社電話に同じ H27.2.17 H32.2.16 00100116684 燃,汚,プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

日高 うのきぐみ ㈱鵜木組 様似郡様似町栄町６３番地 0146-36-3175 本社電話に同じ H23.3.19 H28.3.11 00100037404 燃,汚,紙,木,残,プ,ゴ,金,陶,が

日高 うのたいやしょうこう ㈲宇野タイヤ商工 沙流郡日高町富川東三丁目５番５号 01456-2-1105 本社電話に同じ H27.1.6 H32.1.5 00110181261 プ,金 有り

日高
えこえねるぎーしすて
む

㈱エコ・エネルギーシステム
岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾１４７番
地の１

090-3118-8001 0146-46-8001 H26.4.19 H31.3.16 00100137042 木,残,糞

日高
おかだきょうりつこうさ
ん

㈱岡田共立興産 様似郡様似町栄町２３６番地１０ 0146-36-2321 本社電話に同じ H24.6.23 H29.6.22 00100047767 プ,金,陶,が,木

日高
かーぷろてくとさんこ
う

カープロテクト三康 日高郡新ひだか町清水丘５４番地の４ 0146-42-3167 本社電話に同じ H26.12.4 H31.12.3 00100180815 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 かじうらぐみ ㈱梶浦組 新冠郡新冠町字東町１６番地の９ 0146-47-3023 本社電話に同じ H25.4.16 H30.3.31 00100141947 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,が

日高
かわかみじゃりこう
ぎょう

㈱川上砂利工業 沙流郡平取町字荷負２７番地１ 01457-5-5336 本社電話に同じ H23.4.12 H28.4.11 00100039055 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 かんえいうんゆ ㈲勧栄運輸
日高郡新ひだか町三石本桐４５２番地の
６

0146-37-2416 本社電話に同じ H27.3.21 H32.2.3 00100153160 プ,紙,木,金,陶,が

日高
かんきょうせいびこう
しゃ

㈱環境整備公社
日高郡新ひだか町静内末広町２丁目６番
４号

0146-42-1145 本社電話に同じ H25.7.6 H30.7.5 00100003504 汚,プ,木,残,糞,金,陶,が

日高 きたぐにうんゆ キタグニ運輸㈱ 沙流郡平取町字貫気別７９番地２ 01457-5-5331 本社電話に同じ H23.4.19 H28.4.11 00100039083 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

日高 くすのきけんせつ ㈲楠建設 沙流郡平取町字荷菜１５番地５ 01457-2-2048 本社電話に同じ H23.5.12 H28.5.11 00100159911 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

日高 くずみ ㈲久住
日高郡新ひだか町静内中野町３丁目４８
番地の３

0146-42-6590 0146-42-0271 H24.1.16 H29.1.15 00110039763 油,プ,紙,金,が 有り

日高
けいせいまさきけん
せつ

ケイセイマサキ建設㈱ 新冠郡新冠町字大狩部９８番地１ 0146-45-5003 本社電話に同じ H26.7.22 H31.7.21 00100112355 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高
こうしんけんせつこう
ぎょう

廣信建設興業㈱ 浦河郡浦河町字向別３９９番地の１ 0146-22-4241 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100178444 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 こうせいけんせつ ㈱幸成建設
沙流郡日高町栄町東１丁目３０７番地の
６

01457-6-2325 本社電話に同じ H24.10.14 H29.10.13 00100050783 木,ゴ,金,陶,が

日高 こばやしぐみ 小林組 沙流郡平取町字荷菜４０番地６ 01457-2-2121 本社電話に同じ H27.1.20 H31.1.19 00100181639 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

日高 さかいうんそう 酒井運送㈱ 様似郡様似町緑町１４０番地の１ 0146-36-3215 0146-36-3215 H24.6.23 H29.6.22 00100048301 紙,木,繊,鉱,プ,ゴ,金,陶,が

日高 さかいけんせつ 酒井建設㈱
日高郡新ひだか町三石東蓬莱１０番地の
５

0146-32-3104 本社電話に同じ H25.9.27 H30.9.26 00100009072 汚,プ,木,金,が

日高 さかたぐみどけん 坂田組土建㈱ 幌泉郡えりも町字本町３１０番地 01466-2-2421 本社電話に同じ H26.4.24 H31.4.22 00100016286 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞
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日高 さくらさとうけんせつ さくら佐藤建設㈱ 新冠郡新冠町字中央町１７番地の９ 0146-47-4112 0146-46-2548 H25.8.20 H30.8.19 00100007245 プ,木,金,が

日高 ささきさんぎょう ㈲佐々木産業
沙流郡日高町栄町東１丁目３０５番地の
１４

01457-6-2078 本社電話に同じ H23.8.24 H28.8.23 00100079541 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

日高
さんきょうしげんさー
びす

㈱三共資源サービス
日高郡新ひだか町静内旭町一丁目１８番
８号

0146-42-4342 本社電話に同じ H26.1.9 H31.1.8 00100146802 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

日高 さんけん ㈱産建
日高郡新ひだか町三石東蓬莱１２番地の
１

0146-32-3527 本社電話に同じ H23.11.19 H28.11.18 00100163396 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 さんわうんゆ 三和運輸㈱ 浦河郡浦河町堺町西３丁目１３番３２号 0146-22-3218 本社電話に同じ H25.4.29 H30.4.28 00110053595 油,プ 有り

日高
じぇいえーもんべつか
んきょうせんたー

㈱JA門別環境センター 沙流郡日高町門別本町２１０番地３ 01456-2-5111 本社電話に同じ H23.11.9 H28.11.8 00110163076 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

日高 してぃっく ㈱シティック
日高郡新ひだか町静内古川町２丁目１番
８号

0146-42-0527 本社電話に同じ H24.6.23 H29.6.22 00100018064
プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,繊,残,糞,体,油,
酸,ア,燃,汚,鉱,ば

日高
しゃかいふくしほうじ
んあいこうかい

社会福祉法人愛光会 沙流郡日高町富川西１２丁目６７番地４ 01456-2-2236 本社電話に同じ H25.11.19 H30.11.10 00100056788 プ

日高 すがわらさんぎょう ㈱スガワラ産業 沙流郡日高町富川東５丁目１６番１号 01456-2-1037 本社電話に同じ H25.9.12 H30.8.14 00100106091
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

日高 すぎたさんぎょう ㈲杉田産業 新冠郡新冠町字北星町８番地の５０ 0146-47-3061 本社電話に同じ H26.5.26 H31.5.25 00110018728 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

日高 だいきこうぎょう ㈲大輝興業
埼玉県児玉郡神川町大字新里２３２０番
地５

0495-77-2171 0146-46-2120 H27.3.28 H32.3.27 00100069483 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

日高 たにいんだすとりー ㈱タニインダストリー 日高郡新ひだか町静内花園１３番地 0146-42-0265 本社電話に同じ H26.7.23 H31.7.1 00100112198 プ,紙,木,金,陶,が

日高 たゆさんぎょう ㈱田湯産業
日高郡新ひだか町静内末広町３丁目４番
２２号

0146-42-1440 0146-43-0200 H26.5.26 H31.5.27 00100016406
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

日高 つやまきんぞく ㈱津山金属
日高郡新ひだか町静内青柳町３丁目３番
１号

0146-42-0155 本社電話に同じ H27.4.4 H32.3.6 00110028715 油,酸,ア,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

日高 でぐちぐみ ㈱出口組
日高郡新ひだか町静内本町３丁目３番５
号

0146-42-1161 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.13 00100111693 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

日高 てづかぐみ ㈱手塚組 浦河郡浦河町字西舎１９５番地 0146-28-1111 本社電話に同じ H27.4.23 H32.4.20 00100118012 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

日高 とみおかけんせつ ㈱富岡建設 日高郡新ひだか町三石富澤１６７番地 0146-32-3026 本社電話に同じ H26.6.13 H31.6.12 00100177950 プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 とみかわじゅうき ㈲富川重機 幌泉郡えりも町字庶野３０７番地８８ 01466-4-2049 本社電話に同じ H23.5.31 H28.5.13 00100076894 プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 とみかわじゅうき ㈲富川重機 沙流郡日高町字緑町５５番地１ 01456-2-6258 本社電話に同じ H23.1.26 H28.1.4 00100124699 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

日高
にいかっぷちゅうおう
うんゆ

㈲新冠中央運輸 新冠郡新冠町字中央町５番地３９ 0146-47-3700 本社電話に同じ H26.4.15 H31.4.14 00100016915 汚,プ,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

日高
にいかっぷちょうのう
ぎょうきょうどうくみあ
い

新冠町農業協同組合 新冠郡新冠町字本町５９番地の１ 0146-47-3111 本社電話に同じ H26.3.6 H31.3.5 00100147759 酸
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日高
にっしょうさんぎょう
さーびす

㈲日勝産業サービス 新冠郡新冠町北星町２番地の３６ 0146-47-3036 本社電話に同じ H23.3.5 H28.2.23 00100075151 紙,木,繊,プ,金,陶,が

日高 にっしんけんせつ 日新建設㈱ 沙流郡平取町字紫雲古津２００番地５ 01457-2-2110 本社電話に同じ H26.11.27 H31.11.12 00100151997 汚,プ,木,金,陶,が

日高
のぼりけんせつこう
ぎょう

登建設工業㈱ 沙流郡日高町栄町西２丁目３４３番地２ 01457-6-2553 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.26 00100032368 プ,木,ゴ,金,が

日高 ぱしふぃっくかんきょう パシフィック環境㈱ 沙流郡日高町字福満２７８番地１ 01456-2-5086 本社電話に同じ H23.3.15 H28.3.14 00100159063 金,汚

日高
はたなかせつびこう
ぎょう

㈲畑中設備工業 沙流郡様似町大通２丁目４９番地３ 0146-36-2233 本社電話に同じ H25.6.4 H30.6.3 00100172045 プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 はまだけんせつ ㈱濱田建設 登別市桜木町５丁目３１番地３５ 0143-81-2220 本社電話に同じ H27.1.19 H32.1.18 00100152981 プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

日高 はまださんぎょう ㈲濱田産業 沙流郡平取町字紫雲古津１１０番地１１ 01457-2-3262 本社電話に同じ H25.10.9 H30.10.8 00100173984 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

日高 ひささかこうぎょう ㈲久坂興業
日高郡新ひだか町静内青柳町１丁目６番
１３号

0146-42-4231
0146-43-3656

0146-42-0420 H26.11.23 H31.11.24 00100025852
燃,汚,油,紙,木,繊,残,糞,体,プ,ゴ,金,
陶,が

日高
ひだかさんぎょうはい
きぶつじぎょうきょうど
うくみあい

日高産業廃棄物処理事業協
同組合

浦河郡浦河町字月寒１８０番地２ 0146-24-2225 本社電話に同じ H24.2.16 H29.2.3 00110082442 汚,プ,木,残,糞 有り

日高
ひだかじどうしゃうん
ゆ

日高自動車運輸㈱
沙流郡日高町栄町西２丁目３４３番地の
５

01457-6-2067 本社電話に同じ H25.10.27 H30.10.26 00100010273 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が

日高
ひだかとーたるさーび
す

㈱日高トータルサービス 浦河郡浦河町字向別３７７番地の５ 0146-22-2154 本社電話に同じ H27.2.20 H32.2.19 00100026913
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,ば,
プ,ゴ,金,陶,が

日高 ひらむらけんせつ ㈱平村建設 沙流郡平取町本町９２番地３ 01457-2-2306 本社電話に同じ H26.7.16 H31.7.15 00100178445 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

日高 🏠 ひろやすうんゆ ㈲ヒロヤス運輸 日高郡新ひだか町静内御園２９番地１３ 0146-46-8077 本社電話に同じ H24.8.30 H29.8.29 00100167937
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

日高
ふれないじどうしゃう
んゆ

振内自動車運輸㈱ 沙流郡平取町振内２２番地８ 01457-3-3516 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100135105 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

日高 ほーすううんゆ ㈱ホース運輸 浦河郡浦河町字西幌別２７３番地 0146-28-1301 本社電話に同じ H24.9.13 H29.9.12 00100084136 プ,金,陶

日高
ほろとらけんせつこう
ぎょう

㈱ホロトラ建設興業 幌泉郡えりも町字大和５０１番地 01466-2-3331 本社電話に同じ H26.4.23 H31.4.22 00100016288 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が,糞

日高 まつもとこうぎょう 松本工業㈱
沙流郡日高町栄町東一丁目３０５番地１
２

01457-6-3221 本社電話に同じ H25.7.13 H30.7.12 00100172983 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

日高 まるせい ㈱マルセイ 浦河郡浦河町東町うしお１丁目９番３号 0146-22-5123 本社電話に同じ H22.9.3 H27.8.9 00100120749 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

日高 まるとみ ㈲マルトミ 沙流郡平取町字荷菜８５番地５ 0145-63-1688 本社電話に同じ H23.4.2 H28.4.1 00100159478 汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,が

日高 みうらこうさん ㈱三浦興産
日高郡新ひだか町三石本桐１９３番地の
８

0146-35-3301
0146-34-2288
0146-43-2236

H26.7.9 H31.6.16 00110019915 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

日高 みなみぐみ ㈱南組 様似郡様似町栄町５番地 0146-36-2311 011-562-5722 H22.11.10 H27.10.31 00100122825
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,固,鉱,糞,
ば,プ,ゴ,金,陶,が,⑬
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日高 みやたさんぎょう ㈲ミヤタ産業 新冠郡新冠町字本町９９番地の１ 0146-47-3838 本社電話に同じ H25.12.26 H30.12.23 00100057824 油,ア,プ,金,陶

日高 もりした ㈲モリシタ 沙流郡日高町富川西２丁目６番１５号 01456-2-2386 本社電話に同じ H24.4.18 H29.3.13 00100134358 プ,金,紙,木,陶,が,繊,ゴ,糞

日高 もんべつせいそうしゃ ㈲門別清掃社 沙流郡日高町富川南１丁目７番３号 01456-2-0382 本社電話に同じ H24.7.1 H29.6.30 00100047546
汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,プ,ゴ,金,
陶,が,燃

日高 やましたさんぎょう ㈱山下産業
日高郡新ひだか町静内高砂町１丁目６番
７号

0146-42-2795 本社電話に同じ H25.10.10 H30.9.27 00100055925 金,が

日高 やまやすさんぎょう ㈱やまやす産業
日高郡新ひだか町静内木場町１丁目１番
４３号

0146-42-6192 本社電話に同じ H22.8.3 H27.8.2 00100068323 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,汚

日高 ゆうわでんこう ㈲勇和電工 沙流郡日高町富川西３丁目１番１１号 01456-2-1285 本社電話に同じ H24.10.13 H29.10.12 00100168865 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）


