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根室 あしすと ㈱アシスト 野付郡別海町別海１４番地の１
0153-75-0811
0153-75-0812

本社電話に同じ H25.12.7 H30.11.21 00100142191
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,ば,⑬

根室 いくた　いさお 生田　勲 標津郡中標津町字上標津１１８番地８ 0153-78-2125 本社電話に同じ H26.5.23 H31.5.22 00100177621 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

根室 いざわ ㈲イザワ 野付郡別海町中春別南町２番地の１０ 0153-76-2634 本社電話に同じ H24.5.19 H29.5.18 00110045992
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

有り

根室 いそけん ㈲イソケン 野付郡別海町西春別１６２番地の６ 0153-77-2128 本社電話に同じ H23.8.25 H28.8.24 00100161753 紙,木,繊,プ,金,陶,が

根室
いそざきけんせつこう
ぎょう

㈲磯崎建設工業 野付郡別海町別海１２９番地 0153-75-0374 本社電話に同じ H24.9.5 H29.9.4 00100167951 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 いとうけんせつ 伊藤建設㈱ 根室市幸町３丁目３８番地 0153-24-5455 本社電話に同じ H22.9.17 H27.9.11 00100033616 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 うおっしんぐねむろ ㈱ウオッシング根室 根室市昭和町２丁目９８番地
0153-24-8700
0153-24-4424

本社電話に同じ H25.4.4 H30.3.24 00100141727 汚,油,プ,木,ゴ,金,陶,が,ば

根室 うまたてけんせつ 馬立建設㈱ 根室市光洋町４丁目９番地１ 0153-24-3501 本社電話に同じ H24.6.20 H29.6.19 00100166851 木,プ,ゴ,金,陶,が,残

根室 えいしんうんゆ 栄進運輸㈲ 目梨郡羅臼町麻布町１０８番地
0153-88-2021
0153-88-2023

本社電話に同じ H22.5.18 H27.5.17 00100030131 燃,汚,紙,木,繊,残,鉱,プ,ゴ,金,陶,が

根室 おがさわら 小笠原 一法 標津郡中標津町東２５条南３丁目５番地 0153-72-3304 本社電話に同じ H24.6.9 H29.6.8 00100166741 プ,紙,金,陶

根室 おだうんゆ ㈲尾田運輸 目梨郡羅臼町礼文町１５番地
0153-87-2679
0153-87-3665

本社電話に同じ H22.10.21 H27.10.4 00100072707 汚,油,酸,ア,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 おだけんせつ 尾田建設㈱ 目梨郡羅臼町礼文町１５番地
0153-87-2679
0153-87-3665

本社電話に同じ H22.8.19 H27.8.7 00100032466 汚,油,酸,ア,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 かどかわけんせつ 角川建設㈱ 野付郡別海町西春別駅前錦町２４７番地 0153-77-2288 本社電話に同じ H24.11.27 H29.11.26 00110051397 木,プ,ゴ,金,陶,が 有り

根室 かねだいわたなべ ㈱カネダイワタナベ 根室市桂木１１０番地 0153-24-2607 本社電話に同じ H25.9.14 H30.9.13 00110008420 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が,残,糞,体 有り

根室
かねまさわたなべしょ
うじ

㈲兼正渡辺商事
標津郡中標津町西１４条北１４丁目１１番
地４

0153-72-4251 本社電話に同じ H25.11.1 H30.10.31 00100009279
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,ば,プ,ゴ,
金,陶,が

根室 かわむら　かずのり 川村　一儀 根室市月岡町１丁目４３番地１ 0153-24-6424 本社電話に同じ H26.6.19 H31.6.18 00110177994 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

根室 かんきょうさーびす 環境サービス㈲ 標津郡標津町南４条東１丁目１番１０号 0153-82-1403 本社電話に同じ H23.4.17 H28.4.16 00100076141 汚

根室 きたずみゆうきち 北角 勇吉 根室市西厚床１１７番地 0153-26-2707 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.4 00100105617 プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,糞,体

根室
きたにほんあにまる
ふーず

㈲北日本アニマルフーズ 野付郡別海町上春別１６２番地の１ 0153-75-6134 本社電話に同じ H24.10.2 H29.10.1 00100048960 体

根室
きょうえいどぼくうん
ゆ

㈲共栄土木運輸 標津郡中標津町東２０条北５丁目３番地 0153-72-3140 本社電話に同じ H24.7.3 H29.7.2 00100048334 汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が

根室 きょうわさんぎょう 共和産業㈲ 標津郡標津町字川北南１線東１番地４３ 0153-85-2724 本社電話に同じ H26.5.23 H31.5.22 00100177620 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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根室 くまたさんぎょう 久万田産業㈱
標津郡中標津町計根別本通東１丁目１７
番地１

0153-78-2014 本社電話に同じ H24.6.28 H29.6.21 00100047395 汚,油,酸,ア,残,糞

根室 くらさわこうぎょう ㈲倉澤興業 野付郡別海町中春別南町２１番地の１５
0153-76-2165
0153-76-2337

本社電話に同じ H25.2.20 H30.2.19 00100102217 紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が

根室 ぐりーねっくす ㈱グリーネックス 野付郡別海町西春別２３７番地の３ 0153-77-3340 本社電話に同じ H25.3.14 H30.3.13 00100171092
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

根室 こうえい ㈲広栄 標津郡中標津町西８条北６丁目２番地８
0153-72-2890
0153-72-4000

本社電話に同じ H22.11.25 H27.11.6 00110029117
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が

有り

根室 こんのさだお 紺野 貞夫 斜里郡清里町緑町１番地７ 090-6877-8911 本社電話に同じ H23.9.9 H28.9.8 00100162058 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 さかいてっこう ㈱酒井鉄工 野付郡別海町西春別９５番地の４ 0153-77-2121 本社電話に同じ H26.12.10 H31.12.9 00110178667 プ,金,陶,が 有り

根室 さかたぐみ ㈲坂田組 根室市駒場町２丁目１４番地５９ 0153-23-3606 本社電話に同じ H22.8.4 H27.7.25 00100032471 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 さとだてうんゆ ㈲サトダテ運輸 標津郡標津町北１０条西１丁目１番５号 0153-82-3600 本社電話に同じ H26.7.13 H31.7.12 00100062612 残

根室 さんようけんせつ 山洋建設㈱
標津郡中標津町東２１条南６丁目１７番
地

0153-72-3623 本社電話に同じ H23.11.3 H28.9.26 00100079938 燃,汚,油,紙,木,繊,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が

根室 じぇいえー・わんぷ ㈲ジェイエー・ワンプ 野付郡別海町中春別南町３番地 0153-76-2861 本社電話に同じ H26.8.9 H31.8.8 00100178823 プ,金,ゴ,糞,体,陶,が,汚,木

根室 しょうえいうんゆ ㈲標栄運輸 標津郡標津町北１０条西１丁目２番３号 0153-82-3604 本社電話に同じ H24.7.30 H29.7.29 00100097785 油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,体

根室 すずきさんぎょう 鈴木産業㈱ 目梨郡羅臼町栄町１００番地 0153-87-2338 本社電話に同じ H22.4.22 H27.4.21 00100118101 糞,プ,木,金,陶,が

根室 すずきゆきお 鈴木 由紀夫 根室市光洋町１丁目５５番地１ 0153-24-5025 本社電話に同じ H22.10.13 H27.9.29 00110121808 油,酸,ア,プ,紙,金,陶 有り

根室
せんこんかいはつう
んゆ

釧根開発運輸㈱ 標津郡中標津町東１１条北１丁目１番地
0153-72-8555
0153-72-0154

本社電話に同じ H26.2.17 H31.2.16 00110014904
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,固,プ,ゴ,金,
陶,鉱,が,⑬

有り

根室 そとかわさんぎょう 外川産業㈱ 野付郡別海町別海宮舞町７４番地の３ 0153-75-2056 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.21 00100173156 金,プ,ゴ,陶,木

根室 だいいちさんぎょう 第一産業㈱ 根室市昭和町２丁目１０８番地２ 0153-24-3636 本社電話に同じ H24.5.11 H29.5.10 00110084951 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

根室 たかはしせいじ 髙橋 清二
標津郡中標津町計根別北２条西２丁目３
－２

0153-78-2362
090-6212-7908

本社電話に同じ H24.12.8 H29.11.20 00100126576 油,プ,紙,木,金,陶,が

根室 ちくさんかせい ㈲畜産化成 野付郡別海町上春別１６２番地５ 0153-75-6903 本社電話に同じ H24.6.15 H29.6.14 00100047396 体

根室 ちゅうおうこんとら ㈲中央コントラ 野付郡別海町別海８５番地の１９ 0153-75-3175 本社電話に同じ H24.7.24 H29.7.23 00100097515
汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,糞,プ,ゴ,金,陶,
が

根室 てらいけんせつ 寺井建設㈱ 野付郡別海町別海１３０番地の１８
0153-75-2009
0153-75-2015

本社電話に同じ H22.12.16 H27.12.15 00100124314 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

根室 とうせいうんゆ 東盛運輸㈱
標津郡標津町南６条西１丁目１番１２－２
号

0153-82-2010
0153-82-3384

本社電話に同じ H25.9.1 H30.8.31 00100007526 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が,残
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根室 とうせいけんせつ 東盛建設㈱
標津郡標津町南６条西１丁目１番１２－２
号

0153-82-3884 本社電話に同じ H24.6.3 H29.6.2 00100031799 プ,木,残,ゴ,金,陶,が

根室
どうとうあさひのうぎょ
うきょうどうくみあい

道東あさひ農業協同組合 野付郡別海町別海西本町４番地 0153-75-2201 本社電話に同じ H26.12.20 H31.12.19 00100181202 酸,ア

根室
どうとうくりーんせん
たー

道東クリーンセンター㈱ 標津郡中標津町字俵橋６３１番地２ 0153-72-6868 本社電話に同じ H24.5.24 H29.4.27 00100047301
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,ば

根室 どうとうくりえいと ㈱道東クリエイト 野付郡別海町西春別駅前寿町１０７番地
0153-77-2355
0153-77-2047

本社電話に同じ H24.2.28 H29.2.4 00110045588
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,糞,体,ば,
プ,ゴ,金,陶,が

有り

根室 どうとうにやく 道東荷役㈲ 野付郡別海町別海２２９番地の１６ 0153-75-3974 本社電話に同じ H22.4.21 H27.4.20 00100069094 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 どうほくかいたい 道北解体㈲
標津郡中標津町東三十二条北一丁目２
番

0153-72-3592 本社電話に同じ H23.11.12 H28.11.11 00100056309 汚,プ,紙,木,繊,固,ゴ,金,陶,が,糞,体

根室 ながかわさんぎょう ㈲長川産業
標津郡中標津町東２６条北１丁目１２番
地

0153-72-3426 本社電話に同じ H26.11.19 H31.11.18 00100064979
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,体,プ,ゴ,金,
陶,が,固,糞

根室 なかざわうんゆ 中澤運輸㈱ 標津郡中標津町字当幌２１８２番１ 0153-72-1238 本社電話に同じ H25.9.30 H30.9.11 00100106380 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

根室 なかしべつせいそう 中標津清掃(同)
標津郡中標津町西１３条北１１丁目１番
地３１

0153-72-3925 本社電話に同じ H25.1.18 H30.1.17 00100170350 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

根室
なかむらうんゆこう
ぎょう

㈱中村運輸興業 標津郡中標津町東３２条北１丁目２番地
0153-72-3588
0153-72-3654

本社電話に同じ H24.5.17 H29.5.9 00100084950 汚,プ,紙,木,繊,固,ゴ,金,陶,が,糞,体

根室 なかむらこうぎょう 中村興業㈱ 標津郡中標津町東３２条北１丁目２番地
0153-72-3588
0153-72-3654

本社電話に同じ H24.12.7 H29.12.6 00100000856 汚,プ,紙,木,繊,固,ゴ,金,陶,が,糞,体

根室
にしべつかもつじどう
しゃ

西別貨物自動車㈲ 野付郡別海町別海鶴舞町１１５番地の５ 0153-75-2500 本社電話に同じ H25.9.1 H30.8.31 00100007525 木,プ,ゴ,金,陶,が,汚

根室 にっぴょううんゆ 日標運輸㈱ 標津郡中標津町緑町南３丁目５番地 0153-73-4060 本社電話に同じ H23.7.27 H28.7.26 00100161304 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

根室 ねむろせいそう 根室清掃㈲ 根室市月岡町１丁目１５番地
0153-23-4261
0153-23-4262

本社電話に同じ H25.11.16 H30.11.15 00100008421
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

根室 ねむろだすと 根室ダスト㈲ 根室市弥生町１丁目３１番地 0153-22-2215 本社電話に同じ H25.9.19 H30.9.13 00100008422 油,プ,残,金,が

根室 ねむろつううん 根室通運㈱ 根室市光和町２丁目１５番地 0153-24-3131 本社電話に同じ H22.9.13 H27.9.12 00100156561 汚,木,残,プ,金,陶,が

根室
ばいおますそりゅー
しょんず

㈱バイオマスソリューションズ 野付郡別海町別海宮舞町２４７番地 0153-75-2861 本社電話に同じ H22.3.19 H27.3.18 00100146925
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,ば,
プ,ゴ,金,陶,が

根室 はおうじょううん ㈲羽央浄運
標津郡中標津町東三十六条北五丁目２
番地

0153-72-0779 本社電話に同じ H24.10.19 H29.10.18 00100168965
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

根室 はせがわさんぎょう 長谷川産業㈲ 標津郡標津町北７条西１丁目１番２号 0153-82-2632 本社電話に同じ H23.2.5 H28.2.4 00100037101 燃,汚,紙,木,繊,残,糞,体,プ,ゴ,金,陶,が

根室 はだけんせつ ㈲羽田建設 根室市松ヶ枝町２丁目１８番地 0153-23-5370 本社電話に同じ H24.8.16 H29.8.15 00100167846 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 はなかわさんぎょう ㈲花川産業 標津郡中標津町西４条北５丁目１番地９ 0153-72-2881 本社電話に同じ H25.1.10 H29.12.10 00100100517 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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根室 はなさきうんゆ 花咲運輸㈱ 根室市花咲港１１０番地 0153-25-8321 本社電話に同じ H22.9.13 H27.9.12 00100156560 木,残,プ,金,陶

根室 はやしうんゆ 林運輸㈱ 根室市宝林町４丁目２４番地
0153-24-6685
0153-24-2186

本社電話に同じ H22.7.16 H27.7.3 00100031689 燃,汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が,残

根室
はやしけんせつこう
ぎょう

林建設工業㈱ 根室市宝林町４丁目３０番地
0153-24-2185
0153-24-2186

本社電話に同じ H25.9.14 H30.9.13 00100008419 燃,汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 はらだかつのり 原田勝則 根室市琴平町３丁目４３番地 0153-24-9306 本社電話に同じ H25.12.13 H30.12.12 00110070928 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

根室 びっしぇる ㈱ビッシェル 標津郡標津町字伊茶仁９６番地１ 0153-82-4401 本社電話に同じ H26.12.16 H31.12.7 00100115159 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

根室 ひぬまけんせつ 日沼建設㈱ 根室市明治町３丁目１３５番地
0153-24-3244
0153-24-5040

本社電話に同じ H24.9.27 H29.9.26 00100138423 プ,木,ゴ,金,陶,が

根室 ふじうんゆ ㈲藤運輸 野付郡別海町中西別緑町５番の３ 0153-75-6644 本社電話に同じ H26.10.2 H31.10.1 00100179795 酸

根室 べっかいかもつ 別海貨物㈱ 野付郡別海町中春別東町３０番地 0153-76-2418 本社電話に同じ H25.4.1 H30.3.31 00100103015
汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

根室
べつかいせいそうせ
んたー

㈱別海清掃センター 野付郡別海町別海寿町２番地の４ 0153-75-2839 本社電話に同じ H24.11.3 H29.11.2 00100169213 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

根室 べつかいばいお 別海バイオ㈱ 野付郡別海町中西別７４番地９ 0153-76-5655 本社電話に同じ H24.9.12 H29.9.11 00100167043 糞

根室 ほくえいけんせつ 北栄建設㈲ 標津郡中標津町俵橋１３２９番地２０
0153-72-2234
0153-72-2203

本社電話に同じ H23.12.10 H28.12.7 00100131781
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,ば,
プ,ゴ,金,陶,が,体

根室 ほっかいけみかる ㈱北海ケミカル 標津郡標津町北９条西１丁目４番地１ 0153-82-2429 本社電話に同じ H24.8.23 H29.7.28 00110048336 油,残,体,固 有り

根室 ほっぽうさんぎょう ㈲北方産業 標津郡中標津町東３６条南１丁目１ 0153-72-3186 本社電話に同じ H26.6.14 H31.6.2 00100019012
燃,汚,油,酸,ア,木,繊,残,鉱,糞,プ,ゴ,金,
陶,が

根室 まかべけんせつ 真壁建設㈱ 根室市西和田６８番地の１ 0153-25-3125 本社電話に同じ H22.5.26 H27.5.16 00100030326 木,プ,紙,金,陶,が,繊,ゴ

根室 まるいちうんそう ㈲丸一運送 標津郡中標津町川西１丁目１８番地 0153-72-7363 本社電話に同じ H22.9.29 H27.9.5 00100033187 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 まるいちほくしょう ㈲丸一北翔 野付郡別海町西春別１５６番地の５ 0153-77-2559 本社電話に同じ H27.1.21 H32.1.20 00100181230
燃,汚,紙,木,繊,残,糞,ば,プ,ゴ,金,陶,
が,鉱,体,⑬

根室
まるうろこさかくらしょ
うてん

㈲丸鱗坂倉商店 根室市西浜町３丁目１５４番地 0153-22-2099 本社電話に同じ H24.9.26 H29.9.25 00100168528 残

根室 まるえい ㈱マルエイ 根室市宝林町４丁目２４番地３ 0153-24-4775 本社電話に同じ H24.7.31 H29.7.30 00100167318 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

根室 まるしょううんゆ ㈲丸翔運輸 標津郡中標津町東１３条北５丁目１番地 0153-72-5350 本社電話に同じ H25.2.21 H29.11.18 00100139466
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が,糞,体,⑬

根室 まるよしょううん ㈲マルヨ商運 根室市桂木１３４番地２ 0153-24-8624 本社電話に同じ H26.11.1 H31.10.29 00100114518 汚,酸,ア,プ,残,金,陶,紙,木,繊

根室 みやね ㈲ミヤネ 根室市宝町３丁目５２番地
0153-24-4169
0153-24-7078

本社電話に同じ H24.3.29 H29.3.27 00100134748 紙,木,プ,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）



振興
局

優良
事業者

HP 読み 処理業者 本社住所 本社電話 営業所等電話 許可年月日 有効年月日 許可番号 事業の範囲 積替保管

根室 めいきょううんゆ 明協運輸㈱ 根室市厚床１丁目２１９番地の５ 0153-26-2214 本社電話に同じ H26.5.23 H31.5.18 00100148950 酸,ア,プ

根室 もりたさんぎょう 森田産業㈱ 根室市花咲港３３０番地 0153-25-8511 本社電話に同じ H27.2.27 H32.2.26 00100182242 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 やぎひろゆき 八木 城之 根室市月岡町１丁目５番地６ 0153-23-5625 本社電話に同じ H23.3.11 H28.2.13 00100125700 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

根室
やまこうたかたまりん
ぎょう

山髙髙玉林業㈱
標津郡中標津町西１２条南９丁目７番地
２

0153-72-2305 本社電話に同じ H22.6.25 H27.6.20 00100119551 プ,紙,木,繊,金,陶,が

根室
やまさきけんせつこう
ぎょう

山崎建設工業㈱
標津郡中標津町東２３条北１丁目４番地
２

0153-72-3381 本社電話に同じ H25.4.22 H30.4.21 00100053563 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

根室 やましたうんゆ 山下運輸㈱ 野付郡別海町別海宮舞町１０１番地 0153-75-2417 本社電話に同じ H22.11.1 H27.10.31 00100034841 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

根室 らうすせいそうしゃ ㈲羅臼清掃社 目梨郡羅臼町礼文町５８番地１ 0153-87-2653 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.12 00100006185
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,糞,ば,プ,ゴ,
金,陶,が

根室
らうすたいひりようくみ
あい

㈲羅臼堆肥利用組合 目梨郡羅臼町峯浜町７４６番地 0153-88-3050 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00100178989 糞

根室 わこう ㈲和光 標津郡標津町北４条西１丁目１番１８号 0153-82-2985 本社電話に同じ H25.7.9 H30.6.22 00110053902
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

有り

根室
わたなべけんせつこう
ぎょう

渡辺建設工業㈱ 根室市花園町５丁目１０番地 0153-23-5291 本社電話に同じ H26.11.1 H31.10.30 00100180123 汚,プ,金,陶,が

根室 わたなべせいそう 渡邊清掃㈱ 野付郡別海町別海宮舞町２４７番地
0153-75-2861
0153-75-2840

本社電話に同じ H26.6.11 H31.6.2 00110018602
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,ば,
プ,ゴ,金,陶,が

有り
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