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檜山 あさひうんゆ ㈲旭運輸 檜山郡江差町字桧岱２３８番地の４ 0139-52-5882 本社電話に同じ H22.4.25 H27.4.24 00100029537 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 あつけんうんゆ ㈱厚建運輸 檜山郡厚沢部町字上里１５４番地の１ 0139-64-3362 本社電話に同じ H22.10.18 H27.10.17 00100034170 プ,木,金,陶,が

檜山 いせきぐみ ㈱伊関組
久遠郡せたな町北檜山区北檜山１３５番
地

0137-84-5511 本社電話に同じ H27.2.23 H32.2.8 00100153315 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 いせせいそうしゃ ㈲伊勢清掃社 檜山郡厚沢部町赤沼町６番地の３ 0139-67-2157 本社電話に同じ H23.5.12 H28.5.11 00100159912 油,プ,陶

檜山
いちばんぼしこうぎょ
う

㈲一番星興業 檜山郡厚沢部町館町３８番地 0139-66-2038 本社電話に同じ H25.1.20 H30.1.19 00100101687 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

檜山 いのうえけんせつ 井上建設㈱
久遠郡せたな町北檜山区豊岡１６７番地
の１

0137-84-5716 本社電話に同じ H24.5.28 H29.5.27 00100084795 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 いわはしぐみ ㈱岩橋組 瀬棚郡今金町字今金３６５番の１２ 0137-82-0295 本社電話に同じ H22.7.14 H27.6.28 00100031155 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 えさしせいそう ㈲江差清掃 檜山郡江差町字豊川町４９番地の１ 0139-52-0221 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.30 00100151134 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

檜山
えびはらけんせつうん
ゆ

㈲海老原建設運輸 奥尻郡奥尻町字米岡１７７番地 01397-3-2686 本社電話に同じ H26.11.6 H31.10.4 00110064599 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

檜山 おくこうぎょう ㈲奥工業 檜山郡上ノ国町字北村８７番地 0139-55-1125 本社電話に同じ H26.8.5 H31.8.4 00100178856 プ,紙,木,繊,陶,が

檜山
おくしりくりーんさーび
す

㈲奥尻クリーンサービス 奥尻郡奥尻町字富里３０３番地の３ 01397-3-2702 本社電話に同じ H22.7.7 H27.7.6 00100155415 汚

檜山 かわむらじゅうき ㈲川村重機 瀬棚郡今金町字今金２７１番地 0137-82-0415 本社電話に同じ H22.8.10 H27.8.9 00100071739 プ,紙,木,繊,金,陶,が

檜山
きたひやまうんゆそう
ぎょう

北桧山運輸総業㈱
久遠郡せたな町北檜山区北檜山９４番地
５

0137-84-5721 本社電話に同じ H26.6.9 H31.6.8 00100000876 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山
きょうやけんせつこう
ぎょう

京谷建設工業㈱ 檜山郡上ノ国町字中須田５番地 0139-55-3756 本社電話に同じ H23.7.23 H28.7.22 00100015378 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 こうえいこうぎょう ㈱幸栄工業 瀬棚郡今金町字今金５９４番地 0137-82-1366 本社電話に同じ H24.4.11 H29.4.10 00100134901 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

檜山 こばやしけんせつ ㈱小林建設 檜山郡上ノ国町字大留１５１番地 0139-55-2038 本社電話に同じ H22.5.29 H27.5.28 00100030234 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 ささきそうぎょう ㈱佐々木総業 檜山郡厚沢部町新町２２３番地の２ 0139-67-2226 本社電話に同じ H23.11.26 H28.11.25 00100044269 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山
さとうけんせつこうぎょ
う

佐藤建設工業㈱ 久遠郡せたな町瀬棚区本町８番地 0137-87-3330 本社電話に同じ H22.9.21 H27.9.7 00100033502 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 さんわけんせつ ㈱三和建設 久遠郡せたな町大成区久遠１２０番地 0139-84-5558 本社電話に同じ H26.11.11 H31.11.10 00100180615 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 しぐま ㈱シグマ 爾志郡乙部町字緑町２４３番地の２ 0139-62-3910 本社電話に同じ H26.9.18 H31.9.17 00110041259 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

檜山 しもかわべこうぎょう ㈱下川部工業 檜山郡厚沢部町字山の上３３番地の１ 0139-67-2022 本社電話に同じ H27.3.2 H32.3.1 00100067614 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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檜山 すぎのしょうじ ㈱杉野商事 檜山郡上ノ国町字早瀬２９９番地 0139-55-4661 本社電話に同じ H26.10.17 H31.9.16 00110151133 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

檜山 すとーく ㈲ストーク 久遠郡せたな町北檜山区二俣４９番地４ 0137-86-0566 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.16 00100163343 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,残,糞,体

檜山 せいわうんゆ 正和運輸㈱ 瀬棚郡今金町字今金３５９番地９１ 0137-82-2131 本社電話に同じ H26.6.12 H31.6.11 00100019723 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 そとやまけんせつ 外山建設㈱ 瀬棚郡今金町字今金１１６番地の５ 0137-82-0134 本社電話に同じ H25.3.11 H30.3.10 00100052774 木,金,陶,が

檜山 だいいちうんゆ ㈲大一運輸 奥尻郡奥尻町字赤石４４３番地の１ 01397-2-3077 本社電話に同じ H27.2.28 H32.2.27 00100066965 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 たかはしけんせつ ㈱高橋建設 檜山郡厚沢部町新町１９３番地 0139-64-3146 0137-87-3515 H26.3.4 H31.3.3 00100147529 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 どうえい ㈱道栄 檜山郡上ノ国町字小安在５７番地 0139-58-5662 本社電話に同じ H23.4.15 H28.4.12 00100076143 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 どうなんどぼく ㈱道南土木 檜山郡江差町字東山６２５番地 0139-52-1725 本社電話に同じ H27.2.23 H32.2.22 00100008414 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 なかがわせいそうしゃ ㈲中川清掃社 檜山郡江差町字上野町３４番地 0139-52-2731 本社電話に同じ H23.3.28 H28.3.27 00100126072 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 にしさとせいそう ㈱西里清掃 檜山郡厚沢部町新町１６６番地の１９ 0139-64-3705 本社電話に同じ H25.7.3 H30.7.2 00100104871
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞

檜山 のあーる ㈱ノアール 檜山郡厚沢部町字鶉３８３番地 0139-65-6565 本社電話に同じ H24.10.15 H29.10.14 00100168910 酸,ア,残

檜山 はやしぐみ ㈱林組 爾志郡乙部町字緑町２４３番地の２ 0139-62-2131 本社電話に同じ H23.8.6 H28.8.5 00100041722 燃,油,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

檜山 ひやまこうぎょう ㈲桧山工業 檜山郡上ノ国町字豊田３５番地の６ 0139-55-1253 本社電話に同じ H27.6.30 H32.6.29 00100031441 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山
ひやましげんりさいく
る

㈱桧山資源リサイクル 檜山郡厚沢部町松園町８番地の１９ 0139-67-2130 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.20 00110113534 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

檜山 へいわさんぎょう ㈱平和産業 久遠郡せたな町大成区都２３２番地の２ 01398-4-6392 本社電話に同じ H26.10.29 H31.7.5 00100020342 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

檜山 ほくしんうんゆ ㈱北辰運輸 檜山郡江差町字砂川１１番地３ 0139-52-0829 本社電話に同じ H24.4.10 H29.4.9 00110001391 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 ほくせいえさし 北清えさし㈱ 檜山郡江差町愛宕町１８番地 0139-52-6100 本社電話に同じ H26.5.9 H31.5.8 00110177482
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

有り

檜山
ほくぶひやまかんきょ
うえいせい

北部桧山環境衛生㈲ 瀬棚郡今金町字今金１２３番地の１ 0137-82-0403 本社電話に同じ H26.7.1 H31.6.8 00110019721
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体

有り

檜山
ほくぶひやませいそう
しゃ

㈲北部桧山清掃社
久遠郡せたな町北檜山区北檜山４１５番
地

0137-84-5912 本社電話に同じ H26.6.9 H31.6.8 00100019722
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体

檜山 ほそかわせいそう ㈱細川清掃 久遠郡せたな町北檜山区北檜山１番地 0137-84-4665 本社電話に同じ H26.6.9 H31.6.8 00100061859 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山
ほっかいかんきょうえ
いせい

北海環境衛生㈱ 檜山郡上ノ国町字大留１４０番地の２ 0139-55-2799 本社電話に同じ H23.2.25 H28.2.24 00100158747 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体
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檜山 ほっこうけんせつ 北工建設㈱
久遠郡せたな町北檜山区豊岡１１４番地
の７

0137-84-6363 本社電話に同じ H22.6.15 H27.6.14 00100031156 金,が

檜山 ほりしみずぐみ ㈱堀清水組 奥尻郡奥尻町字奥尻３０９番地２ 01397-2-2344 本社電話に同じ H24.3.15 H29.3.14 00100134233 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 まついじゅうき ㈲松井重機 久遠郡せたな町北檜山区若松４４１番地 0137-85-1315 本社電話に同じ H23.8.9 H28.8.8 00100041928 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 まつもとけんせつ 松本建設㈱
久遠郡せたな町北檜山区北檜山２５８番
地

0137-84-5335 本社電話に同じ H24.5.14 H29.5.13 00100047725 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 もりこうぎょう ㈲森興業 檜山郡厚沢部町鶉町３１番地 0139-65-6150 本社電話に同じ H23.12.22 H28.12.21 00100132676 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 やすにししょうかい ㈲ヤスニシ商会 瀬棚郡今金町字今金９４番地の５ 0137-82-2862 090-8428-8630 H26.9.18 H31.9.9 00110063658 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

檜山 やまげんうんゆ ㈱ヤマゲン運輸 檜山郡厚沢部町字美和１０８５番地の１ 0139-67-2324 本社電話に同じ H26.2.28 H31.2.27 00100014934 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 やまざきこうぎょう ㈲山崎興業
久遠郡せたな町北檜山区北檜山２１１番
地３７

0137-84-5155 本社電話に同じ H23.3.24 H28.3.23 00100126301 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

檜山 ゆあさせいそう ㈱湯浅清掃
久遠郡せたな町北檜山区北檜山８７番地
１

0137-84-5919 本社電話に同じ H24.1.5 H29.1.4 00100164122 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

檜山 ゆうしんこうぎょう ㈱勇進工業 檜山郡上ノ国町字石崎１２７番地１ 0139-59-2233 本社電話に同じ H26.11.6 H31.10.20 00100151518
汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体

檜山 わかさぐみ ㈱若狭組 檜山郡上ノ国町字大留１４０番地の２ 0139-55-2141 本社電話に同じ H23.11.9 H28.11.8 00100163077 プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,繊
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