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渡島
あーすふれんどはし
もと

㈲アースフレンド・ハシモト 函館市北浜町２番１５号 0138-42-4657 本社電話に同じ H24.10.22 H29.10.21 00100050877
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

渡島 あーるしー ㈱アールシー 亀田郡七飯町字藤城３５３番地７６ 0138-62-6090 本社電話に同じ H25.1.16 H30.1.15 00100170262 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 あいえすあいこうはつ アイ・エス・アイ興発㈱ 函館市桔梗３丁目１４番１号 0138-46-9977 本社電話に同じ H26.6.4 H31.6.3 00100149239 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 あいかせつび ㈱アイカ設備 函館市日乃出町３番２６号 0138-53-3963 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.22 00100173061 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 あいてっく ㈱アイテック 函館市陣川町８５番地１３４ 0138-56-8114 本社電話に同じ H23.9.14 H28.9.13 00100162105 プ,金,陶

渡島
あおやまそうごうきか
く

㈲青山総合企画 函館市富岡町１丁目４０番６号 0138-40-6491 本社電話に同じ H25.6.14 H30.6.13 00100172158 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 あかさかとしき 赤坂　敏樹 函館市鍛治２丁目４３番１３号 0138-53-6493 本社電話に同じ H27.2.6 H32.2.5 00100181846 プ,木,金,陶,が

渡島 あかつかしょうかい ㈲赤塚商会 山越郡長万部町字長万部１７０番地 01377-2-2603 本社電話に同じ H23.5.25 H28.5.24 00100160219 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 あきらどぼく ㈲彰土木 函館市大澗町２１９番地の２ 0138-83-3137 本社電話に同じ H23.8.11 H28.8.10 00100161529 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
あじあぱしふぃっくまり
ん

アジアパシフィックマリン㈱ 福岡県北九州市門司区浜町１０番１６号 093-332-5855 本社電話に同じ H25.12.26 H30.12.21 00100108335 燃,ば

渡島 あしすとふくだ ㈱アシスト・フクダ 函館市西桔梗町８１８番地の１７ 0138-48-2000 本社電話に同じ H26.4.17 H31.3.24 00100059697 油,酸,ア,プ,金,陶

渡島 あすくおーとぱーつ ㈲アスクオートパーツ 函館市西桔梗町２５２番地の２２ 0318-49-8901 本社電話に同じ H27.1.22 H32.1.21 00100152690 油,酸,ア,プ,ゴ,金,が

渡島
あすなろきかくさーび
す

㈲あすなろ企画サービス 函館市神山３丁目４６番８号 0138-54-6493 本社電話に同じ H23.12.14 H28.12.13 00100163841 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

渡島 あずまかいうん 東海運㈱ 東京都中央区晴海１丁目８番１２号 03-6221-2231 本社電話に同じ H26.4.7 H31.3.30 00100004585 燃,汚,ば,鉱

渡島 あべほそう ㈱阿部舗装 北斗市向野１丁目４番３３号 0138-77-6700 本社電話に同じ H23.1.18 H27.12.21 00100124234 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 いけだこうぎょう 池田工業㈱ 北斗市中野通２１８番地の３ 0138-73-7666 0138-85-8941 H26.6.10 H31.6.9 00100177558 汚,陶,鉱,が

渡島
いしいせんこうこう
ぎょう

㈲石井穿孔興業 函館市上湯川町２０番７号 0138-57-2911 本社電話に同じ H22.5.19 H27.4.26 00100118179 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 いしおかぐみ ㈱石岡組 松前郡福島町字月崎３１８番地の１ 0139-47-2068 本社電話に同じ H26.10.31 H31.10.30 00100179953 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 いしおかこうぎょう ㈱石岡工業 亀田郡七飯町大川１０丁目６番１４号 0138-65-4208 本社電話に同じ H23.6.8 H28.6.7 00100160211 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 いそやけんせつ ㈱磯谷建設 北斗市谷好３丁目１３番２０号 0138-73-7766 本社電話に同じ H25.4.18 H30.4.16 00100142055 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 いとうまさる 伊藤　勝 北斗市萩野７番地の８ 0138-77-6179 本社電話に同じ H22.11.13 H27.11.12 00100140702 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島 いのうえこうぎょう ㈱井上興業 茅部郡森町字砂原西１丁目２３３番地９ 01374-8-2789 本社電話に同じ H22.11.30 H27.11.29 00100157443 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 いろきひでお 色木　秀夫 茅部郡森町字砂原６丁目１９番地４６ 01374-8-3612 本社電話に同じ H25.4.1 H30.3.10 00100141507 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 いわもといさお 岩本　功
山越郡長万部町字長万部４０３番地の１
１

01377-2-5210 本社電話に同じ H22.8.11 H27.8.10 00100155917 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 うえすぎけんせつ ㈱上杉建設 二海郡八雲町熊石平町３２４番地の２１７ 0139-82-2308 本社電話に同じ H23.10.28 H28.10.16 00100043336 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 うえのとらんすてっく 上野トランステック㈱ 神奈川県横浜市中区山下町４６番地 045-671-753503-5500-3115 052-563-7201H24.5.1 H29.4.30 00100053013 ば

渡島 えこてっく ㈲エコテック 亀田郡七飯町緑町３丁目２番３０号 0138-84-1300 本社電話に同じ H23.8.11 H28.8.10 00100161528 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 えこてっく ㈱エコ・テック 茅部郡森町字赤井川６９番地の１０ 01374-5-3985 本社電話に同じ H25.12.26 H30.12.21 00100146149 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島
えさんちほうこうせい
きぎょうくみあい

恵山地方公清企業組合 函館市日ノ浜町１６９番地 0138-85-2203 本社電話に同じ H26.10.19 H31.10.18 00100114354 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島
えすおーしーぶつりゅ
う

エスオーシー物流㈱
東京都千代田区神田駿河台三丁目４番
地

03-5298-2314 本社電話に同じ H25.8.8 H30.8.7 00100035937 汚,陶,鉱,ば

渡島
えすけーささきけんせ
つ

㈲ＳＫ佐々木建設 函館市東山町１９７番地１４１ 0138-32-8768 本社電話に同じ H25.6.14 H30.6.13 00100142527 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 えすしーてぃ ㈱エス・シー・ティ 上磯郡知内町字重内３１番地 01392-5-5138 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.14 00100080565 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 えすたおうみ ㈲エスタ近江 函館市赤川町２３４番地の１ 0138-47-3031 本社電話に同じ H25.6.14 H30.6.13 00100172543 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
えすでーけーさとうど
うりょくきかい

㈲エスデーケー佐藤動力機
械

二海郡八雲町立岩９４番地の３ 0137-63-3223 本社電話に同じ H26.11.8 H31.10.18 00100114385 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 えねこーぷ ㈱エネコープ 札幌市北区篠路２条７丁目５番１号 011-776-3183 080-3213-8726 H24.12.27 H29.12.26 00100169842 糞

渡島 おおいしさんぎょう ㈲大石産業 函館市美原３丁目５６番２３号 0138-46-5929 本社電話に同じ H24.9.21 H29.9.20 00100168318 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 おおたけうんそう 大竹運送㈱ 亀田郡七飯町字桜町３５番地 0138-65-2551 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.5 00100008639 汚,プ,木,陶,が

渡島 おーとさんくす ㈲オートサンクス 函館市旭町５番１５号 0138-23-6089 本社電話に同じ H24.4.10 H29.3.1 00100134093 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 おおのこうぎょう ㈱大野興業 上磯郡知内町字元町３５番地４０ 01392-5-5158 本社電話に同じ H23.11.29 H28.10.28 00100043616 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 おおもりぐみ ㈱大森組 上磯郡木古内町字本町８３番地 01392-2-2600 本社電話に同じ H22.8.27 H27.8.26 00100156154 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 おーるまいてぃいとう ㈲オールマイティイトウ 茅部郡森町字赤井川６９番地の９ 01374-5-2169 本社電話に同じ H22.8.8 H27.8.7 00100120598 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

渡島 おかむらこうぎょう ㈱岡村工業 函館市東山町１７８番地の２１ 0138-56-5510 本社電話に同じ H25.1.6 H30.1.5 00100001452 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島 おがわけんせつ ㈱小川建設 松前郡松前町字大沢３４１番地 0139-42-3508 本社電話に同じ H22.4.13 H27.4.12 00100117614 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 おきのさんぎょう 沖野産業㈲ 函館市亀田中野町２３６番地の２ 0138-46-1399 本社電話に同じ H26.10.7 H31.10.6 00100039081 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

渡島 おくやましんじ 奥山　慎司 茅部郡鹿部町字宮浜２９１番地１ 01372-7-3425 本社電話に同じ H26.3.12 H31.3.11 00100176470 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 おざわでんせつこうじ 小澤電設工事㈱ 二海郡八雲町末広町８３番地 0137-63-3903 本社電話に同じ H27.3.11 H32.3.10 00100116262
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

渡島
おしまかんきょうえい
せい

㈲渡島環境衛生 北斗市東浜２丁目２２番１１号 0138-73-2457 本社電話に同じ H25.7.8 H30.7.7 00100054745
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

渡島 おのうんそう ㈱小野運送 北斗市谷好三丁目４３０番地の２ 0138-73-3350 本社電話に同じ H26.6.11 H31.6.10 00100061987 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 おまえざきかいうん 御前崎海運㈱
広島県豊田郡大崎上島町中野５９２９番
地

0846-64-2620 03-3280-0841 H23.8.3 H28.8.2 00100149404 鉱

渡島
かーりさいくるしすて
む

㈲カーリサイクルシステム 函館市西桔梗町２４６番地３４ 0138-49-4002 本社電話に同じ H26.12.16 H31.12.9 00100115440 プ,金,陶

渡島 かいようけんせつ 開洋建設㈱ 松前郡福島町福島２７１番地の３０ 0139-47-2764 本社電話に同じ H22.6.9 H27.5.30 00100118770 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 かくたひろみつ 角田　博光 茅部郡森町字鳥崎町１０４番地の６４ 01374-2-1354 本社電話に同じ H26.10.14 H31.10.13 00100151485 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 かしわざきしんいち 柏崎　進一 松前郡福島町三岳６７番地の１ 0139-47-3823 本社電話に同じ H25.4.2 H30.4.1 00100171408 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 かなざわぐみ ㈱金澤組 北斗市桜岱５１番地の５ 0138-73-3635 本社電話に同じ H27.3.24 H32.3.23 00100068548 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 かなざわけんせつ ㈱金澤建設 松前郡福島町字三岳１５４番地の２１ 0139-47-3372 本社電話に同じ H25.8.16 H30.8.15 00100173419 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 かねかぶつりゅう ㈱カネカ物流 茅部郡森町字砂原西四丁目２１１番地７ 01374-8-2486 本社電話に同じ H27.3.20 H32.3.19 00100182473 プ,残

渡島 かねこしょうじ ㈲金子商事 函館市入舟町４番１６号 0138-22-1108 本社電話に同じ H24.5.15 H29.5.14 00100135246 油,酸,ア,プ,木,繊,金,陶,が

渡島
かねさんおかだどけ
ん

㈱カネサン岡田土建 函館市東山町１４４番地８ 0138-56-1029 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.16 00100012099 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かねすすぎさわじぎょ
うしょ

㈱カネス杉澤事業所 函館市西桔梗町８６３番地１ 0138-53-5573 本社電話に同じ H25.9.13 H30.9.5 00100008120 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かねとさくらばこうぎょ
う

㈲カネト櫻庭興業 函館市鍛治２丁目５番６号 0138-52-6291 本社電話に同じ H24.5.21 H29.5.20 00100048143 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かねまるほくしんこう
ぎょう

㈲カネマル北伸工業 函館市本通一丁目３４番１号 0138-32-2456 本社電話に同じ H26.8.26 H31.7.30 00100109028 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 かまえぐちけんせつ 構口建設㈱ 上磯郡知内町字重内１２１番地 01392-5-6709 本社電話に同じ H23.10.18 H28.10.17 00100080556 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かみしまかんきょうえ
いぜん

㈲上嶋環境営繕 松前郡福島町字三岳２３番地 0139-47-2037 本社電話に同じ H25.11.28 H30.11.27 00100011024
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば
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渡島 かみやまこうぎょう ㈱神山工業 函館市浅野町４番８号 0138-42-0018 本社電話に同じ H24.9.27 H29.9.24 00100050108 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 かめだうんそう ㈱亀田運送 函館市鍛治２丁目１５番２６号 0138-30-2500 本社電話に同じ H22.5.29 H27.5.28 00100014494 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かめだこんくりーとこう
ぎょうしょ

㈲亀田コンクリート工業所 函館市大縄町１８番１３号 0138-42-4640 本社電話に同じ H25.12.19 H30.12.18 00100012097 プ,木,金,陶,が

渡島 優 かめだせいそう ㈱亀田清掃 函館市赤川町９０番地の４ 0138-46-3263 本社電話に同じ H23.3.29 H30.3.11 00100007685
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

渡島 かめやさんぎょう ㈲亀谷産業 函館市神山三丁目５番３０号 0138-52-1154 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100008117
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
体,ば

渡島 かもめしょうこう ㈲かもめ商興 山越郡長万部町字静狩２２２番地 01377-6-2314 本社電話に同じ H24.7.18 H29.7.3 00110048275 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

渡島 かやべせいそう ㈲茅部清掃 茅部郡森町砂原四丁目４７番地の３ 01374-8-2045 本社電話に同じ H26.7.3 H31.6.13 00100019730
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞

渡島 かわいけんせつ 川合建設㈱ 松前郡松前町字茂草１１７番地 0139-44-2039 本社電話に同じ H26.7.10 H31.7.9 00100178264 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 かわいこうぎょう ㈱河井工業 二海郡八雲町野田生１８１番地 0137-66-2211 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100019615 汚,プ,紙,木,金,陶,が

渡島 かわむらぐみ ㈱川村組 茅部郡森町字森川町２９９番地の７ 01374-2-0338 本社電話に同じ H25.1.21 H30.1.20 00100051995 汚,プ,紙,木,陶,が

渡島 かわむらぐみどけん ㈱川村組土建 函館市亀田町２１番４０号 0138-41-0534 0138-35-2525 H26.9.19 H31.9.18 00100179645 燃,油,プ,金,陶

渡島
かわむらでんきしょう
かい

㈱川村電気商会 茅部郡森町字森川町２３３番地 01374-2-2087 本社電話に同じ H26.1.10 H30.12.21 00100145024 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かんきょうかがくけん
きゅうしょ

㈱環境科学研究所 函館市西桔梗町２８番地の１ 0138-48-6211 本社電話に同じ H25.9.6 H30.9.5 00100001657 燃,汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,鉱,ば

渡島 かんきょうびそう ㈲環境美装 北斗市野崎５２番地 0138-73-0055 本社電話に同じ H23.7.6 H28.7.5 00100128875 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かんきょうほぜんうん
ゆ

㈱環境保全運輸 茅部郡森町駒ヶ岳３２２番地の２ 01374-5-2900 本社電話に同じ H23.7.11 H28.6.15 00100128311 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 かんすいけんせつ ㈲函穂建設 北斗市本町３丁目１３番８号 0138-85-8702 本社電話に同じ H24.3.23 H29.3.12 00100079786 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
かんでんえんじにあり
んぐ

㈱かんでんエンジニアリング
大阪府大阪市北区中之島６丁目２番２７
号

06-6577-8003 本社電話に同じ H22.6.8 H27.6.7 00100107463 燃,ば

渡島 きくちうんそう ㈲菊地運送 函館市中道２丁目４９番１１号 0138-41-0073 本社電話に同じ H25.3.12 H30.3.11 00100171094 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 きたむらへいじ 北村　平治 函館市宝来町３０番６号 0138-22-7084 本社電話に同じ H26.3.18 H31.3.16 00100057022 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 きむら ㈱キムラ 函館市深堀町８番１４号 0138-51-6340 本社電話に同じ H26.1.8 H31.1.7 00100153624 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 きむらぐみ ㈱木村組 函館市鍛治一丁目１９番１２号 0138-52-7896 本社電話に同じ H27.1.8 H31.11.24 00100025617 プ,木,金,陶,が
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渡島
きむらじゅうきこうぎょ
う

㈲木村重機興業 函館市桔梗１丁目９番１７号 0138-46-3429 本社電話に同じ H24.1.22 H29.1.21 00100045150 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 きもとしゃたい ㈲キモト車体 函館市石川町２９６番地の４９ 0138-46-9521 本社電話に同じ H25.1.15 H30.1.8 00100101330 油,酸,ア,プ,木,繊,ゴ,金,陶

渡島 きゅうこううんそう 急行運送㈱ 函館市西桔梗町８４９番地の２ 0138-49-6251 本社電話に同じ H23.4.6 H28.3.21 00100075215 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島
きょうえいはいきぶつ
しょり

協栄廃棄物処理㈲ 函館市海岸町２１番１４号 0138-43-2871 本社電話に同じ H25.9.6 H30.9.5 00100007786 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島
きょうせいほそうどぼ
く

㈱共成舗装土木 函館市桔梗町４３５番地の４６４ 0138-46-9281 本社電話に同じ H26.9.7 H31.9.6 00100050928 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 きょーつー キョーツー㈱ 函館市西桔梗町８６３番地の４ 0138-48-6288 本社電話に同じ H25.6.26 H30.6.10 00100104502 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 きょくえいこうぎょう ㈲旭栄工業 函館市上湯川町３６２番地の４０ 0138-50-2766 本社電話に同じ H22.10.20 H27.9.12 00100121602 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 きよまる ㈱キヨマル 函館市北美原１丁目３２番１２号 0138-47-6831 本社電話に同じ H23.12.22 H28.12.21 00100127523 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 くさか ㈲クサカ 茅部郡森町字森川町３０６番地の７ 01374-2-0482 本社電話に同じ H22.5.14 H27.5.9 00100118011 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 くじせいさくしょ ㈱久慈製作所 亀田郡七飯町字本町５５４番地の２ 0138-65-2156 本社電話に同じ H23.3.8 H28.2.28 00100125900 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 くしびきうんそう ㈲櫛引運送 茅部郡森町字東森町１３５番地の１４ 01374-2-5955 本社電話に同じ H22.8.19 H27.7.27 00100120367 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

渡島
くどうえんたーぷらい
ず

くどうエンタープライズ㈱ 函館市亀田本町６５番５号 0138-76-6422 本社電話に同じ H25.12.19 H30.12.18 00100175456 プ,紙,木,金,陶

渡島 ぐりーんせいそう ㈱グリーン清掃 函館市東山町１４４番地２０１ 0138-30-1630 本社電話に同じ H25.6.8 H30.6.7 00100015382
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

渡島 くりーんふしみ ㈲クリーン伏見 北斗市本町三丁目１９番１６号 0138-77-8084 本社電話に同じ H25.8.8 H30.8.7 00100003503 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 くろだりさいくる ㈱クロダリサイクル 函館市西桔梗町２４６番地２７ 0138-49-8880 本社電話に同じ H26.2.26 H31.2.25 00100109681 油,酸,ア,プ,木,繊,金,陶,が

渡島 こうえい ㈱亘栄 茅部郡鹿部町字宮浜９０番地 01372-7-2872 本社電話に同じ H23.9.4 H28.9.3 00100129935 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 こうさんこうぎょう 弘産工業㈱ 二海郡八雲町末広町１０３番地 0137-62-4110 本社電話に同じ H22.6.1 H27.5.31 00100030609
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

渡島 こうじゅえん ㈱工樹園 函館市上野町３８番２８号 0138-59-0121 本社電話に同じ H25.1.11 H30.1.10 00100170261 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 こうせいうんゆ 厚生運輸㈱ 北斗市久根別５丁目１０３番地 0138-73-1514 本社電話に同じ H24.1.25 H29.1.24 00100042093 汚,プ,木,金,陶,が

渡島 こうせんしょうてん ㈲光銭商店 山越郡長万部町字長万部１７番地の３２ 01377-2-2326 本社電話に同じ H23.12.5 H28.12.4 00100132036 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 こうちけんせつ ㈲巧智建設 函館市時任町３０番３３号 0138-53-7121 本社電話に同じ H26.12.17 H31.12.16 00100152321 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島
こうなんどぼくこうぎょ
う

興南土木工業㈱ 函館市東山一丁目１６番１４号 0138-55-2798 本社電話に同じ H26.4.24 H31.4.23 00100144334 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
こくさいかいはつこう
ぎょう

㈲国際開発工業 函館市東山町１５９番地の９ 0138-54-4215 本社電話に同じ H24.10.30 H29.10.29 00100169009 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 こしかけんせつ ㈲小鹿建設 松前郡福島町字白符５２０番地 0139-47-2708 本社電話に同じ H24.1.31 H29.1.30 00100164566 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 こはしさんぎょう ㈲小橋産業 函館市大町６番５号 0138-22-8718 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.10 00100006923 汚,酸,ア,残

渡島 こはらかいじ ㈲子原海事 函館市八幡町２１番３号 0138-42-2888 本社電話に同じ H26.10.8 H31.10.7 00100179952 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
こまいじゃりはんばい
じょ

㈲駒井砂利販売所 函館市石川町９５番地の３ 0138-46-2459 本社電話に同じ H25.7.1 H30.6.3 00100033936 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 こんどうぐみ ㈱近藤組 二海郡八雲町落部２０番地 0137-67-2341 本社電話に同じ H24.8.22 H29.8.21 00100167912 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 こんどうこうぎょう ㈱近藤工業 函館市西桔梗町７４４番地の２７ 0138-49-7692 本社電話に同じ H22.5.31 H27.5.30 00100007687 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

渡島 さいとうあきよし 齋藤　明義 函館市陣川町９８番地３８９ 0138-31-7740 090-2817-1053 H24.11.9 H29.11.8 00100169010 プ,木,金,陶

渡島 さいとうぐみ ㈱斉藤組 函館市中道１丁目３０番２５号 0138-53-8023 本社電話に同じ H23.12.21 H28.12.20 00100081992 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さいとうこうぎょう ㈱サイトウ工業 函館市本通１丁目３０番２８号 0138-53-6233 本社電話に同じ H26.8.30 H31.8.21 00100150523 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さいとうこうむてん ㈱斉藤工務店 函館市日ノ浜町１４８番地 0138-85-2721 本社電話に同じ H26.4.8 H31.4.7 00100148091 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さいとうひでひろ 齋藤　英博 山越郡長万部町字国縫２０６番地 01377-5-2313 本社電話に同じ H24.8.3 H29.8.2 00100167600 油,プ,木,金,陶

渡島
さかいひっこしせん
たー

㈱サカイ引越センター 大阪府堺市堺区石津北町５６番地 072-244-1175 0138-62-1141 H24.11.28 H29.11.27 00100066778 プ,ゴ,金,陶

渡島 さかえうんゆ ㈲栄運輸 北斗市七重浜７丁目４番５号 0138-49-1256 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.7 00100084135 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

渡島 さかもとこうぎょう ㈲坂本興業 北斗市七重浜８丁目３０番１号 0138-73-2219 本社電話に同じ H22.5.11 H27.4.26 00100118248 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 ささきこうぎょう ㈲佐々木工業 函館市高丘町４２番１３号 0138-57-6650 本社電話に同じ H24.9.10 H29.9.9 00100040203 プ,木,金,陶,が

渡島 優 ささきじぎょうしょ ㈱佐々木事業所 函館市鍛治二丁目１６番７号 0138-32-0582 本社電話に同じ H25.4.18 H27.9.5 00100007686
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,体,ば

渡島 さとううんゆ ㈲佐藤運輸 亀田郡七飯町鳴川一丁目４番１９号 0138-65-2406 本社電話に同じ H25.9.10 H30.9.9 00100008122 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さとうけんせつ ㈲佐藤建設 北斗市飯生２丁目4番22号 0138-73-3151 本社電話に同じ H23.11.4 H28.11.3 00100162907 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さとうこうぎょう ㈲佐藤工業 函館市神山３丁目２４番２３号 0138-53-6307 本社電話に同じ H22.10.18 H27.10.17 00100072759 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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渡島 さとうこうぎょう ㈱佐藤工業 松前郡松前町字静浦２１１番地の２ 0139-44-2468 本社電話に同じ H27.2.7 H32.2.6 00100116465 油,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,糞

渡島 さとうつとむ 佐藤　勉 亀田郡七飯町字大沼町６３８番地１ 0138-67-2404 本社電話に同じ H24.4.5 H29.3.26 00100134163 プ,金,陶

渡島 さとうよういち 佐藤　洋一 函館市山の手３丁目３０番７号 0138-55-1801 本社電話に同じ H26.12.16 H28.10.18 00100162826 プ,残

渡島 さとぐちこうぎょう ㈲里口工業 茅部郡森町字森川町３１５番地の９ 01374-2-1372 本社電話に同じ H25.1.23 H30.1.22 00100170349 プ,木,金,陶,が

渡島 さんえいやまむら ㈱三栄ヤマムラ 函館市石川町４７８番地２０ 0138-46-2067 本社電話に同じ H22.6.6 H27.6.5 00100033434 プ,木,金,陶,が

渡島
さんえいれいだんこう
ぎょう

㈱三栄冷暖工業 亀田郡七飯町大川３丁目１２番２６号 0138-64-4007 本社電話に同じ H25.10.29 H30.10.28 00100174517 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
さんきょうきかいけん
せつ

三協機械建設㈱ 松前郡松前町字月島１８８番地 0139-42-2029 本社電話に同じ H24.5.29 H29.5.28 00100047930 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さんけん ㈱サンケン 函館市美原３丁目２４番２６号 0138-47-4873 本社電話に同じ H24.11.6 H29.11.5 00100169119 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さんこううんゆ ㈲三興運輸 函館市上野町２７番１２号 0138-57-2855 本社電話に同じ H22.10.19 H27.10.4 00100026940 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 さんとー サントー㈱ 二海郡八雲町本町２４８番地の２ 0137-63-3308 本社電話に同じ H23.6.22 H28.6.15 00100128409 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 さんりーど ㈲サンリード 北斗市追分３丁目６番１３号 0138-43-7688 本社電話に同じ H22.10.8 H27.9.12 00100121638 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島
さんわけんせつこう
ぎょう

三和建設工業㈱ 上磯郡知内町字重内３１番地 01392-5-5138 本社電話に同じ H25.10.14 H30.10.13 00100009760 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

渡島 しすてむらいなー システムライナー㈲ 茅部郡森町字上台町１１２番地の１ 01374-5-2434 本社電話に同じ H23.8.29 H28.8.21 00100129798
汚,油,酸,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体

渡島
しもかいがんじゃりこ
うぎょう

下海岸砂利工業㈱ 函館市女那川町３３７番地の１ 0138-83-3236 本社電話に同じ H23.7.14 H28.6.13 00100040510 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

渡島 しょうえいこうぎょう ㈲翔栄工業 函館市東山町１７９番地６４ 0138-51-8815 本社電話に同じ H23.5.1 H28.4.30 00100125643 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 しょうえいこうぎょう ㈱昇栄興業 亀田郡七飯町字大川九丁目８番１号 0138-65-8936 本社電話に同じ H26.7.3 H31.6.7 00100019003 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
しょうじょうやけんせ
つ

㈱猖々谷建設 函館市高松町５７５番地２７０ 0138-57-5043 本社電話に同じ H22.5.17 H27.5.16 00100025946 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 じょうほくこうぎょう ㈱城北工業 二海郡八雲町富士見町１３３番地５ 0137-64-3217 本社電話に同じ H26.6.4 H31.6.3 00100047191 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 じょうめんこうぎょう ㈲定免工業 函館市西桔梗町８５０番地１３ 0138-48-8895 本社電話に同じ H23.5.25 H28.5.24 00100125854 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 しらおいゆしはこだて ㈱白老油脂函館 函館市東雲町１番８号 080-4109-9373 本社電話に同じ H25.1.31 H30.1.30 00100170551 油,プ,金 有り

渡島 しりきしないうんゆ ㈲尻岸内運輸 函館市日ノ浜町５４番地の１ 0138-85-2678 本社電話に同じ H25.3.27 H30.3.21 00100002303 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島 しんえいけんせつ ㈱新栄建設 茅部郡森町字砂原２丁目２１５番地の４ 01374-8-3770 本社電話に同じ H25.10.31 H30.10.30 00100174518 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 しんえいでんぎょう 新栄電業㈱ 函館市亀田本町５１番３号 0138-45-0127 本社電話に同じ H23.2.25 H28.2.24 00100158857 プ,金,陶,が

渡島 しんおしま ㈱シンオシマ 亀田郡七飯町字桜町１丁目５番５号 0138-65-2015 0126-53-2011 H24.9.13 H29.9.12 00100085203 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

渡島 しんこうさーびす ㈲森光サービス 茅部郡森町字栄町３７番地１６ 01374-3-3331 本社電話に同じ H25.6.5 H30.5.22 00100142054 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 しんせいこうぎょう 伸成工業㈱ 函館市桔梗町５６番地の１９ 0138-49-8278 本社電話に同じ H23.7.4 H28.7.3 00100160723 木,金,陶,が

渡島 じんばぐみ ㈱神馬組 二海郡八雲町落部２０１番地 0137-67-2251 本社電話に同じ H25.5.22 H30.5.11 00100103676 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 しんまるきゅううんゆ 新丸久運輸㈱ 二海郡八雲町立岩５６番地の５ 0137-63-3307 本社電話に同じ H23.3.31 H28.3.6 00100037481 汚,酸,プ,紙,木,陶,が

渡島
しんわせつびこうぎょ
う

㈱真和設備工業 北斗市追分４丁目１０番８号 0138-73-8717 本社電話に同じ H25.11.28 H30.11.27 00100175061 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 しんわてっく ㈱シンワテック 函館市富岡町２丁目３６番７号 0138-84-5791 本社電話に同じ H25.6.7 H30.6.6 00100172159 プ,金,陶

渡島 すがわらぐみ ㈱菅原組 函館市浅野町４番１６号 0138-44-3710 01394-2-2233 H24.10.18 H29.10.17 00100138323 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
すがわらどぼくこう
ぎょう

㈱菅原土木工業 北斗市市渡８６４番地 0138-84-6874 本社電話に同じ H26.5.13 H31.5.12 00100177259 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 すぎさわぐみ ㈱杉沢組
上磯郡木古内町字木古内２１４番地の１
２

01392-2-3179 本社電話に同じ H26.9.23 H31.9.6 00100150884 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

渡島 すぎむらせいそう ㈲杉村清掃 函館市赤川町５４７番地 0138-46-3318 本社電話に同じ H26.2.26 H31.2.25 00100012096
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

渡島
すぎもとえいせいせつ
び

㈲杉本衛生設備 函館市西桔梗町５８９番地６ 0138-48-2380 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100007785 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島 すずきぐみ ㈱鈴木組 北斗市中野通一丁目６番１７号 0138-73-2559 本社電話に同じ H26.8.30 H31.8.29 00100178990 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 すずきのぼる 鈴木　昇 函館市昭和３丁目１４番１５号 0138-45-0480 本社電話に同じ H27.2.3 H32.2.2 00100181845 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 すどうせいそう ㈱須藤清掃 北斗市本町６丁目３４３番地の６ 0138-77-6383 本社電話に同じ H23.10.28 H28.10.9 00100130815 油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 せいかんうんゆ ㈱青函運輸 上磯郡木古内町字新道１０７番地の６ 01392-2-1075 本社電話に同じ H24.8.16 H29.8.15 00100167794 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
せいかんくりーんこう
ぎょう

㈲青函クリーン興業 上磯郡木古内町字新道８６番地の１ 01392-2-3213 本社電話に同じ H23.9.4 H28.9.3 00100129933
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,ば

渡島 せいけん ㈱セイケン 函館市赤川１丁目３０番３６号 0138-47-6144 本社電話に同じ H25.10.29 H30.10.28 00100174516 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 せいごさんぎょう ㈱星五産業 二海郡八雲町花浦８７番地の１０ 0137-62-3816 本社電話に同じ H22.10.26 H27.10.25 00100033866 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島
せいぶけんせつうん
ゆ

㈱西武建設運輸 函館市亀田中野町２１９番地１４ 0138-47-2700 本社電話に同じ H25.6.24 H30.6.21 00100004438
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,体,ば,⑬

渡島 せがわじゅうき ㈲瀬川重機 函館市陣川１丁目１７番２０号 0138-31-3920 本社電話に同じ H24.4.26 H29.4.25 00100025616 プ,木,金,陶,が

渡島 せきぐみ ㈱関組 函館市高松町４３０番地４ 0138-57-6811 本社電話に同じ H23.9.6 H28.9.5 00100136641 木,金,陶,が

渡島 そうえいかいうん 双栄海運㈱
福岡県北九州市門司区西海岸１丁目４
番２０号

093-331-1485 本社電話に同じ H25.3.20 H30.3.19 00100007456 燃,陶,ば

渡島 そうごうさーびす 総合サービス㈲ 二海郡八雲町内浦町２３１番地７ 0137-64-3751 本社電話に同じ H25.1.16 H30.1.15 00100170263 汚,油,酸,ア,プ,金

渡島 そうごけんせつ ㈱相互建設 亀田郡七飯町字桜町３５番地 0138-65-2561 本社電話に同じ H25.11.14 H30.11.13 00100174774 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 だいいちせいそう ㈲第一清掃 函館市桔梗５丁目４１番１号 0138-47-3346 本社電話に同じ H24.12.11 H29.11.25 00100015384
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

渡島 だいいちせいそう ㈲第一清掃 二海郡八雲町末広町１１３番地の２ 0137-62-2904 本社電話に同じ H25.9.26 H30.9.25 00100008415
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体

渡島 たいこううんゆ ㈲大晃運輸
茅部郡森町字砂原西１丁目２８８番地の
１

01374-8-2258 本社電話に同じ H23.9.14 H28.8.21 00100129923
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

渡島 だいこうけんせつ ㈲大興建設 函館市美原２丁目１８番６－１０１号 0138-47-3524 本社電話に同じ H24.5.29 H29.5.28 00100135912 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 だいさんけんしょう ㈲ダイサン建商 函館市神山３丁目６番２２号 0138-54-5805 本社電話に同じ H24.6.27 H29.6.26 00100136397 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たいせいうんゆ ㈲大勢運輸 亀田郡七飯町字本町２６１番地４ 0138-65-3951 本社電話に同じ H27.3.14 H32.3.6 00100116275 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

渡島 だいまるあんどうぐみ ㈱大丸安藤組 函館市昭和４丁目３７番１５号 0138-42-6760 本社電話に同じ H25.10.3 H30.9.5 00100008637 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島 だいゆうけんせつ 大勇建設㈱ 北斗市清川６３０番地 0138-73-7818 本社電話に同じ H23.6.22 H28.6.21 00100128523 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たいよーじどうしゃ ㈱タイヨー自動車 函館市西桔梗町５５５番地の９ 0138-49-4467 本社電話に同じ H25.11.25 H30.11.24 00100047174 油,酸,ア,プ,金,陶

渡島 たかしおぶつりゅう ㈱高潮物流 函館市陣川町８５番地１９５ 0138-32-8873 本社電話に同じ H23.10.31 H28.10.30 00100162825 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島
たかせかんきょうりょく
か

高瀬環境緑化㈱ 函館市赤川町１９９番地７ 0138-46-2665 本社電話に同じ H22.4.14 H27.4.13 00100117689 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たかとくけんざい ㈲高徳建材 函館市銭亀町２１０番地２５３ 0138-58-3652 本社電話に同じ H23.10.28 H28.10.15 00100131017
燃,汚,油,酸,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば,⑬

渡島 たかはししょうじ ㈲高橋商事 函館市山の手一丁目３１番１６号 0138-77-1892 本社電話に同じ H26.7.30 H31.7.29 00100011232 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 たかはしどうろ 高橋道路㈱ 函館市高盛町３番２０号 0138-51-4456 0138-73-4336 H26.12.25 H31.12.24 00100151400 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たかやりくうん ㈱タカヤ陸運 亀田郡七飯町字藤城３７７番地３２ 0138-66-6900 本社電話に同じ H26.5.29 H31.5.1 00100148289 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体
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渡島 たからうんゆ 宝運輸㈱ 二海郡八雲町立岩２７番地６ 0137-62-2810 本社電話に同じ H23.3.12 H28.3.11 00100037480 汚,酸,プ,木,金,陶,が

渡島 たけしん ㈱)タケシン 函館市本通四丁目１０番９号 0138-84-8382 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100176670 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たけだうんゆ ㈲竹田運輸 函館市西桔梗町５９２番地７１ 0138-49-1160 本社電話に同じ H26.8.23 H31.8.22 00100179234 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たじまこうぎょう 田島興業㈱ 北斗市村山１５５番地の１０ 0138-77-7389 本社電話に同じ H25.8.9 H30.8.8 00100006922 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

渡島 たじましょくさん ㈲田島殖産 北斗市昭和１丁目１番５号 0138-73-0118 本社電話に同じ H25.3.26 H30.3.25 00110043613 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

渡島 たなかうんそう 田中運送㈱ 函館市浜町２１２番地 0138-82-2027 本社電話に同じ H26.1.21 H30.12.21 00100143995 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 たなかせいそう ㈲田中清掃 亀田郡七飯町字上藤城１６１番地の４ 0138-65-6911 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.22 00100173060 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たなかりょうふうえん ㈱田中潦風園 函館市東山町１４４番地の５０ 0138-54-5158 本社電話に同じ H23.10.19 H28.10.15 00100131005 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たまさわ　きよし 玉澤　淳 北斗市市渡４５７番地の３８ 0138-77-1838 本社電話に同じ H25.6.14 H30.6.13 00100172544 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 たまるさんぎょう ㈲田丸産業 函館市東山３丁目２９番７号 0138-53-7122 本社電話に同じ H23.9.14 H28.8.21 00100129706
汚,油,酸,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

渡島 たむらうんゆ ㈱田村運輸 函館市鍛治１丁目１４番１号 0138-54-6867 本社電話に同じ H22.5.28 H27.5.18 00100016844 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島
たやまさんぎょううん
ゆ

㈱田山産業運輸 北斗市市渡４７６番地の１ 0138-77-9290 本社電話に同じ H23.7.4 H28.7.3 00100160860 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 ちからぎけん ㈲チカラ技建 函館市陣川町１１０番地３８ 0138-31-7710 本社電話に同じ H26.12.12 H31.11.24 00100065741 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 つばさこうぎょう ㈲翼工業 北斗市東浜１丁目１２番５０号 0138-73-7842 本社電話に同じ H25.3.12 H30.3.11 00100171093 プ,紙,木,繊ゴ,金,陶,が

渡島 つばめこうぎょう ツバメ工業㈱ 二海郡八雲町本町２２０番地２ 0137-63-2132 0137-64-3589 H25.9.29 H30.9.28 00100008416 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 ていとけんせつ 帝都建設㈱ 函館市昭和二丁目３１番１０号 0138-43-3100 01377-5-2211 H26.8.21 H31.8.20 00100178991 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 てーえすしーてすこ ㈱テーエスシー・テスコ 函館市海岸町９番１８号 0138-41-1025 本社電話に同じ H23.1.17 H28.1.16 00100158294 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 てづかさんぎょう ㈱手塚産業 上磯郡木古内町字瓜谷１２２番地 01392-2-4740 本社電話に同じ H23.11.21 H28.11.20 00100081223 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
てらさわほそうこうぎょ
う

㈲寺澤舗装工業 北斗市七重浜４丁目２８番１９号 0138-49-0459 本社電話に同じ H23.4.7 H28.4.6 00100122781 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 とうえいこうぎょう 東栄興業㈱ 亀田郡七飯町字中野２０５番地 0138-65-2634 本社電話に同じ H26.12.12 H31.11.14 00100065472 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
どうなんおでいりさい
くるせんたー

㈲道南汚泥リサイクルセン
ター

函館市西桔梗町７８２番地３９ 0138-50-9744 本社電話に同じ H23.3.30 H28.3.29 00100124999 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島
どうなんかったーこう
ぎょう

㈱道南カッター工業 北斗市南大野２５１番地の２ 0138-77-8677 本社電話に同じ H23.4.15 H28.3.29 00100126467 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 どうなんしみずさっし 道南清水サッシ㈱ 函館市金堀町５番２６号 0138-54-0087 本社電話に同じ H27.3.13 H32.3.12 00100153815 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島
どうなんたんぱくしげ
ん

道南蛋白資源㈱ 二海郡八雲町野田生７２番地の８ 0137-66-2021 本社電話に同じ H26.6.26 H31.6.16 00100019614 残,体

渡島 とうようけんせつ 東陽建設㈱ 二海郡八雲町栄町１３番地の２ 0137-63-2575 本社電話に同じ H23.8.1 H28.7.31 00100036593 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
とーたるぷろじぇくとい
ずも

TOTAL PROJECT.IZUMO㈱ 北斗市村山１６１番地４ 0138-77-1116 本社電話に同じ H24.9.5 H29.9.4 00100168005
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

渡島 どひけんきこうぎょう ㈱土肥建機興業 函館市美原３丁目６番２号 0138-46-6212 本社電話に同じ H24.5.30 H29.5.29 00100134905
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

渡島 ともえくれーんうんゆ 巴クレーン運輸㈱ 函館市昭和三丁目２３番１１号 0138-41-2321 本社電話に同じ H26.5.15 H31.5.14 00100032255 プ,木,金,陶,が

渡島 ともえてっこう ㈲トモエ鉄工 函館市吉川町１番１号 0138-43-2777 本社電話に同じ H26.8.15 H31.8.14 00100125854 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 なかいみちお 中居　道男 函館市西旭岡町２丁目４６番地３ 0138-50-3422 本社電話に同じ H26.11.25 H31.11.24 00100047595 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 なかざわけんせつ ㈲中沢建設 二海郡八雲町東町２２３番地の３６ 0137-62-3413 本社電話に同じ H25.6.9 H30.6.8 00100099385 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 なかのじぎょうしょ ㈱中野事業所 北斗市中央２丁目６番３号 0138-73-4918 本社電話に同じ H23.1.28 H27.12.27 00100069092 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

渡島 なっく ㈱ナック
愛知県名古屋市港区小碓１丁目１３３番
地

052-381-0296 本社電話に同じ H22.12.6 H27.11.3 00100108702 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島
ななえりさいくるせん
たー

㈱七飯リサイクルセンター 亀田郡七飯町字峠下６７２番地１ 0138-64-3200 本社電話に同じ H24.11.22 H29.11.21 00100156008 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 なまこんうんゆ ㈱生コン運輸 亀田郡七飯町字中島１４０番地２ 0138-65-3526 本社電話に同じ H26.1.21 H30.12.21 00100146183 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

渡島 なりたしょうかい ㈲成田商会 茅部郡森町字赤井川１９７番地１ 01374-5-2288 本社電話に同じ H23.7.6 H28.7.5 00110121489 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

渡島 なるかわうんそう 鳴川運送㈱ 亀田郡七飯町字中島６番地５ 0138-65-3324 本社電話に同じ H24.3.12 H29.3.11 00100015372 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 なわぐみ ㈲名和組 函館市新湊町２８番地 0138-58-4477 本社電話に同じ H25.5.2 H30.5.1 00100103594 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
にきょうじどうしゃしょ
うかい

㈲二協自動車商会 函館市東山２丁目７番１５号 0138-49-9340 本社電話に同じ H25.3.22 H30.3.12 00100052280 油,酸,ア,プ,金,陶

渡島 にしさとしゃりょう ㈱西里車輌 北斗市久根別５丁目１０２番地の５６ 0138-74-4070 本社電話に同じ H25.8.26 H30.7.23 00100105305
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体

渡島 にしやこうぎょう ㈲西谷興業 函館市尾札部町２０１８番地 0138-63-2555 本社電話に同じ H26.6.10 H31.6.9 00100177559 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 にっかんきき 日函機器㈱ 函館市堀川町１番１１号 0138-48-0008 本社電話に同じ H22.4.27 H27.4.26 00100154194
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が
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渡島 にっこうせいそう ㈲日晃清掃 亀田郡七飯町大川９丁目８番７号 0138-65-2350 本社電話に同じ H22.9.28 H27.9.19 00100072417
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

渡島 にほんいちうんそう 日本一運送㈱ 茅部郡森町字森川町２８０番地の１８ 01374-2-1381 本社電話に同じ H22.11.12 H27.11.9 00100035268
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

渡島
にほんかいようしげん
かいはつ

日本海洋資源開発㈱ 岩手県盛岡市大通１丁目６番１９号 019-606-4052 本社電話に同じ H26.3.19 H31.3.18 00100158971 燃,汚,ば

渡島 にほんこうぼう 日本公防㈱ 北斗市七重浜１丁目８番１号 0138-49-7153 本社電話に同じ H24.5.18 H27.12.26 00110004450 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

渡島 のぐちこうげいしゃ ㈱野口工芸社 函館市西桔梗町８６０番４号 0138-48-0800 本社電話に同じ H24.11.28 H29.11.27 00100139004 油,プ,木,ゴ,金,陶,が

渡島 はいてっく ㈲ハイテック 函館市桔梗１丁目６番１６号 0138-34-6789 本社電話に同じ H24.7.18 H29.6.26 00100136226 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 はくしょうしょうじ ㈲伯昭商事 北斗市追分４丁目１１番３０号 0138-49-1304 本社電話に同じ H24.7.12 H29.7.2 00100136577
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

渡島
はくせんかもつうんそ
う

ハクセン貨物運送㈱ 函館市西桔梗町８１９番地３ 0138-49-7111 本社電話に同じ H23.1.27 H28.1.26 00100158213 油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 はこだてうんそう 函館運送㈱ 函館市西桔梗町５８９番地の１４８ 0138-49-6655 本社電話に同じ H25.9.29 H30.9.28 00100055013
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

渡島 優
はこだてかんきょうえ
いせい

函館環境衛生㈱ 函館市金堀町５番２３号 0138-51-7750 本社電話に同じ H25.9.24 H32.9.5 00100004439
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

渡島 はこだてこうせい ㈱函館公清 函館市西桔梗町５８９番地 0138-49-6007 本社電話に同じ H23.7.22 H28.7.21 00100015373 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島
はこだてこがたうんそ
う

㈱函館小型運送 函館市西桔梗町５８９番地 0138-49-5131 本社電話に同じ H23.4.2 H28.4.1 00100038701 油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,体,⑬

渡島
はこだてさんぎょうき
かい

函館産業機械㈲ 亀田郡七飯町字飯田町２１９番地 0138-65-4966 本社電話に同じ H25.6.8 H30.6.7 00100054362 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島 はこだてせいそう はこだて清掃㈱ 函館市上湯川町３１４番地 0138-57-2151 本社電話に同じ H25.9.6 H30.9.5 00100007787
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば

渡島
はこだてねっすいきき
かんり

函館熱水機器管理㈱ 函館市山の手２丁目２６番５号 0138-54-6443 本社電話に同じ H22.11.22 H27.11.21 00100123462 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 はこだてほどう 函館舗道㈱
函館市港町１丁目３３番２０号ハイツシー
サイド２号棟Ａ－８

0138-84-5021 本社電話に同じ H24.8.3 H29.8.2 00100167599 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 はごろもうんゆ ㈱羽衣運輸 亀田郡七飯町字大沼町８１５番地２ 0138-67-2579 本社電話に同じ H25.9.12 H30.9.5 00100008121
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞

渡島 はたざわあきひろ 畑沢　昭宏 函館市富岡町１丁目４７番１８号 0138-42-4594 本社電話に同じ H24.10.30 H29.10.29 00100169011 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 はただけんせつ ㈲畑田建設 函館市東山１丁目２６番２７号 0138-51-5394 本社電話に同じ H24.3.23 H29.3.12 00100134232 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 はなだゆみ 花田　ゆみ 松前郡福島町字日向１２番地 0139-47-2129 本社電話に同じ H23.4.19 H28.4.18 00100159315 プ,紙,木,繊,金

渡島 はなわどぼく ㈲花輪土木 函館市昭和３丁目３５番１６号 0138-46-4075 本社電話に同じ H25.4.2 H30.4.1 00100171407 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島 ばばもとしょうてん ㈱馬場本商店 函館市西桔梗町１１２番地の２ 0138-49-6668 本社電話に同じ H24.11.30 H29.10.21 00100035881 油,酸,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

渡島 ばんかーず ㈲バンカーズ 函館市昭和４丁目６０番１３号 0138-62-7377 本社電話に同じ H22.8.14 H27.8.13 00100155745 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 ひかりこうぎょう 光興業㈱ 亀田郡七飯町字上藤城１７２番地１２ 0138-65-1093 本社電話に同じ H25.3.11 H30.3.10 00100141142 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 ひなたけんせつ ㈲日向建設 函館市庵原町８２番地 0138-58-4005 本社電話に同じ H27.2.7 H32.2.2 00100153104 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
ひらおかかいうんそう
こ

平岡海運倉庫㈱ 山形県酒田市船場町１丁目１１番１０号 0234-26-3326 本社電話に同じ H23.5.24 H28.5.16 00100113517 燃,ば

渡島 ひらのちくさん ㈱平野畜産 二海郡八雲町東町２３６番地３５ 0137-66-7000 本社電話に同じ H22.9.17 H27.9.16 00100156358 プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 ひらのぼくじょう ㈱平野牧場 二海郡八雲町立岩２２７番地 0137-63-3078 本社電話に同じ H22.10.2 H27.10.1 00100156662 プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 ひろこうぎょう ㈲広工業 茅部郡森町字砂原２丁目２１番地の４ 01374-8-2675 本社電話に同じ H25.4.22 H30.4.21 00100103353 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

渡島 ひろまさえん ㈱広正園 函館市石川町２４２番地の６ 0138-46-3261 本社電話に同じ H23.4.16 H28.4.15 00100126236 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 ふじたぐみ ㈱藤田組 山越郡長万部町字旭浜１６０番地１０ 01377-2-3023 本社電話に同じ H25.7.11 H30.7.10 00100105133
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,ば

渡島 ふしみせいそう ㈲伏見清掃 亀田郡七飯町本町四丁目２３番３４号 0138-65-3329 本社電話に同じ H26.10.16 H31.10.15 00100024124 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

渡島 ふじやま ㈲フジヤマ 函館市東山町１７８番地の７８ 0138-86-7925 本社電話に同じ H26.6.9 H31.5.26 00100148445 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 ふたみうんゆ ㈲二海運輸 二海郡八雲町立岩１３５番地１２ 0137-62-4988 本社電話に同じ H22.6.15 H27.6.6 00100119034 残,固,糞,体

渡島
ふるかわこんぽううん
ゆ

㈲古川梱包運輸 函館市西桔梗町７４９－２ 0138-49-1218 本社電話に同じ H22.4.7 H27.4.6 00100068960 プ,金,陶,が

渡島 へいせいうんゆ ㈲平成運輸 二海郡八雲町落部８２２番地４ 0137-67-2718 本社電話に同じ H26.3.11 H31.3.5 00100147756 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島
ほうえいどぼくこうぎょ
う

朋栄土木工業㈱ 函館市上野町２２番７号 0138-57-0411 本社電話に同じ H24.6.15 H29.6.14 00100135393 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 ほうせいえん ㈱宝成園 函館市花園町１０番３１号 0138-51-8437 本社電話に同じ H23.8.11 H28.8.10 00100076683 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 ほくしょうこうぎょう ㈲北翔工業 函館市浅野町５番１号 0138-43-7017 本社電話に同じ H26.12.17 H31.12.16 00100181198 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 ほくしんこううん 北新港運㈱ 函館市浅野町５番３号 0138-45-7141 本社電話に同じ H23.4.20 H28.4.10 00100039082 汚,プ,木,金,陶,が

渡島 ほくとこうぎょう 北斗興業㈱ 北斗市七重浜６丁目４番１号 0138-49-5949 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100003908 汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金

渡島 ほくとりんぎょう ㈱北斗林業 北斗市昭和１丁目１番５号 0138-73-0118 本社電話に同じ H25.2.26 H30.2.19 00100140802 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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渡島 ほくねんしょうじ ㈲ほくねん商事 函館市宝来町３３番６号 0138-22-3863 本社電話に同じ H23.10.3 H28.10.1 00100037967 プ,ゴ,金

渡島 ほっかいけんぎょう 北海建業㈱ 二海郡八雲町本町１３２番地 0137-62-2820 本社電話に同じ H26.11.14 H31.11.13 00100180304 汚,プ,紙,木,金,陶

渡島
ほっかいじどうしゃう
んそう

北海自動車運送㈱ 北斗市谷好二丁目２番２６号 0138-73-2161 0138-73-2726 H25.10.5 H30.10.4 00100009220 燃,汚,油,酸,プ,木,残,金,陶,鉱,が,ば,⑬

渡島 ほっかいどうかいうん 北海道海運㈱ 函館市浅野町５番７号 0138-45-6677 本社電話に同じ H22.9.16 H27.8.18 00100121224 燃,汚,プ,金,陶,鉱,が,ば

渡島
ほっかいどうそうごう
はいきぶつしょり

北海道総合廃棄物処理㈱ 函館市西桔梗町９番２ 0138-48-5444 本社電話に同じ H22.4.2 H27.4.1 00100005827 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,残,ゴ,金,陶,ば

渡島
ほっかいどうどうなん
ちくさんじぎょうきょう
どうくみあい

北海道道南畜産事業協同組
合

茅部郡森町字姫川１２０番地２８ 01374-2-7071 本社電話に同じ H27.2.23 H32.2.22 00100112758 残,固,体

渡島
ほっかいどうゆしはん
ばい

北海道油飼販売㈱ 函館市桔梗町３７５番地 0138-47-3388 本社電話に同じ H26.5.26 H31.5.25 00100030097 油

渡島 ほりかわせいそう ㈱堀川清掃 山越郡長万部町字富野１７５番地 01377-2-2466 本社電話に同じ H25.11.22 H30.11.21 00100011025 燃,汚,油,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,糞

渡島 まことうんゆ ㈱真琴運輸 北斗市七重浜５丁目１３番１０号 0138-48-1011 本社電話に同じ H22.8.14 H27.8.13 00100155779 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば

渡島 まさもりこうぎょう ㈲政守興業 函館市美原５丁目７番４号 0138-49-6898 本社電話に同じ H24.12.9 H29.12.8 00100100735 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 ますだしょうじ ㈲増田商事 亀田郡七飯町字峠下１３１番地 0138-77-9281 本社電話に同じ H26.8.27 H31.8.11 00100113028
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

渡島 ますだしょうじうんゆ ㈲増田商事運輸 北斗市本町２４６番地の４ 0138-77-9281 本社電話に同じ H22.10.2 H27.9.24 00100072670
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

渡島 まついこうぎょう ㈲松井興業 北斗市清水川９１番地の１ 0138-77-6169 本社電話に同じ H22.10.26 H27.10.4 00100122271
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

渡島 まつはしこうぎょう ㈱松橋工業 函館市西桔梗町８５０番地９９ 0138-48-8830 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.21 00100173420 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
まつばらけんちくせっ
けい

㈲松原建築設計 函館市神山三丁目１９番８号 0138-54-0682 本社電話に同じ H26.12.25 H31.12.24 00100152469 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
まつまえじどうしゃう
んゆ

松前自動車運輸㈱ 松前郡松前町字博多８９番地 0139-42-2076 本社電話に同じ H25.11.29 H30.11.24 00100011023 プ,木,金,陶,が

渡島 まりもねっと ㈲マリモネット 函館市銚子町２１番地１ 0138-86-2343 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00100177888 プ,紙,木,金,陶,が

渡島
まるえいりょくせいど
ぼく

㈲丸栄緑成土木 函館市亀尾町１７番地 0138-58-4075 本社電話に同じ H22.5.17 H27.5.16 00100118364 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
まるかりょくせいけん
せつ

㈲丸力緑生建設 函館市銭亀町２３０番地 0138-58-2011 0138-73-0818 H26.4.1 H31.3.31 00100176669 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 まるきょうしょうじ ㈲丸協商事 北斗市向野２８３番地４１ 0138-77-1500 本社電話に同じ H24.4.13 H29.2.21 00100047127
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,ば

渡島 まるこうさんぎょう ㈱丸興産業 上磯郡知内町字上雷３番地の２ 01392-5-6632 本社電話に同じ H25.10.22 H30.10.13 00110009423
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,ば

有り
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渡島
まるここばやしはいか
ん

㈲マルコ小林配管 函館市鍛治１丁目４８番２２号 0138-53-3155 本社電話に同じ H26.6.6 H31.6.5 00100177557 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 まるしちうんゆ ㈲丸七運輸 函館市尾札部町３４４番地の１ 01372-3-2079 本社電話に同じ H26.3.31 H31.3.30 00100016917 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島
まるしんきたまるこう
ぎょう

㈱丸信北丸工業 函館市陣川町９８番地３４０ 0138-56-8788 本社電話に同じ H22.7.24 H27.7.23 00100155372 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 まるしんみずしまぐみ ㈱マルシン水島組 函館市神山２丁目５番１３号 0138-54-7271 本社電話に同じ H25.8.6 H30.8.5 00100049519 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 まるせつこうぎょうしょ ㈲マルセツ工業所 亀田郡七飯町大川１丁目１２番３号 0138-65-5207 本社電話に同じ H24.3.29 H29.3.28 00100165593 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 まるぜんしすてむず ㈱マルゼンシステムズ 函館市末広町２２番２１号 0138-26-9335 本社電話に同じ H23.11.25 H28.11.24 00100163345 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 まるとよおしまどぼく ㈱マルトヨ渡島土木 函館市湯浜町１０番２７号 0138-55-2460 本社電話に同じ H24.8.8 H29.8.7 00100000164 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
まるなかなかさとしょ
うてん

㈲丸中中里商店 函館市堀川町１１番４号 0138-51-3099 本社電話に同じ H24.6.8 H29.6.7 00100052980 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 まるよしふじもとぐみ ㈱丸義藤本組 函館市石崎町４６２番地の２ 0138-35-2880 本社電話に同じ H23.11.9 H28.11.8 00100073052 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 まるよしよしだぐみ ㈱マルヨシ吉田組 函館市山の手３丁目３８番９号 0138-32-0687 本社電話に同じ H23.12.20 H28.12.19 00100163911 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 まんぎょくこうぎょう 萬玉興業㈱ 奈良県天理市杉本町１７９番地１７ 0743-69-4771 本社電話に同じ H23.10.4 H28.10.3 00100155147
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

渡島 みうらかつひろ 三浦　勝弘 亀田郡七飯町大川３丁目２番１号 0138-65-2395 本社電話に同じ H22.5.21 H27.5.20 00100154657 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 みうらこうぎょう ㈲三浦工業 茅部郡森町字砂原西一丁目２３３番地６ 01374-8-2338 本社電話に同じ H25.9.12 H30.9.8 00100144346 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 みうらさんぎょう ㈱三浦産業 北斗市本郷２丁目２０番１１号 0138-77-7722 本社電話に同じ H23.9.12 H28.9.11 00100162104 プ,木,ゴ,陶,が

渡島 みかみきんぞく ㈲三上金属 函館市美原２丁目５３番１９号 0138-46-3955 本社電話に同じ H24.8.2 H29.8.1 00100138083 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 みさとうんゆ ㈱巨都運輸 北斗市追分三丁目３番１２号 0138-49-3131 本社電話に同じ H26.9.1 H31.8.31 00100150602 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 みさわじぎょうしょ ㈱三澤事業所 函館市亀田本町２５番１０号 0138-42-5631 本社電話に同じ H26.11.20 H31.11.19 00100180052 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 みしなこうぎょう ㈲三品工業 函館市高丘町２９番９号 0138-59-1094 本社電話に同じ H25.5.22 H30.5.21 00100148903 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 みずしまかおる 水島　かおる 函館市鍛治２丁目３番７号 0138-52-0979 本社電話に同じ H23.3.26 H28.3.25 00100158917 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 みずしまどうろ 水島道路㈱ 亀田郡七飯町大川１０丁目３１７番地１０ 0138-65-7853 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100165779 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 みぞぐちじぎょう みぞぐち事業㈱ 函館市西桔梗町５８９番地４４ 0138-45-0810 本社電話に同じ H26.4.7 H31.4.6 00100060266 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が
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渡島 みどりうんゆ ㈲みどり運輸 函館市西桔梗町８６３番地１ 0138-48-8408 本社電話に同じ H25.5.21 H30.5.19 00100104103 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
みながわきゅうびんう
んそう

㈲皆川急便運送 函館市西桔梗町８５７番地３ 0138-49-4944 本社電話に同じ H22.11.30 H27.11.29 00100157461 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 みなぐちくみ ㈱皆口組 茅部郡森町字本茅部町７５番地 01374-2-2709 本社電話に同じ H24.4.3 H29.3.29 00100134627 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
みなみほっかいどうせ
いそうこうしゃ

㈱南北海道清掃公社 函館市戸倉町８番６号 0138-57-3732 本社電話に同じ H26.3.18 H31.3.17 00100013715 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島 みやさかきんしょう 宮坂金商㈱ 函館市西桔梗町９番地の１０ 0138-49-4811 本社電話に同じ H27.2.27 H32.2.23 00100116851 油,酸,ア,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が

渡島
みやしたはいかんこう
ぎょうしょ

㈲宮下配管工業所 函館市東山町１４３番１５８ 0138-51-8324 本社電話に同じ H26.9.20 H30.9.2 00100104825 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島 みらいかんきょう 未来環境㈱ 北斗市柳沢４０７番地１７ 0138-73-1668 本社電話に同じ H24.6.15 H29.6.14 00110139692 プ,金 有り

渡島 むらいこうぎょう ㈲村井工業 函館市西桔梗町８５０番地１３番地６１ 0138-48-5141 本社電話に同じ H27.1.9 H32.1.4 00100152632 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 むらいせいじ 村井　誠司 松前郡福島町字月崎３２５番地の２９ 0139-47-4088 090-2694-8384 H24.12.18 H29.12.17 00100169886 プ,紙,木,繊,金,陶,が

渡島 むらかみけんせつ ㈱村上建設 函館市大川町６番６号 0138-42-6846 本社電話に同じ H25.9.9 H30.9.8 00100143999 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 むらもとこうさん ㈱邑本興産
福岡県北九州市門司区西海岸１丁目４
番２０号

093-331-0036 0972-27-8011 H24.5.16 H29.5.15 00100053052 燃,陶,鉱,ば

渡島 むろまちかいうん 室町海運㈱ 東京都千代田区内神田二丁目５番５号 03-5298-2570 本社電話に同じ H26.7.24 H31.7.23 00100109402 燃,汚,鉱,ば

渡島 むろやこういち 室谷　孝一 函館市上湯川町６４番２１号 0138-59-4299 090-6218-2883 H26.11.14 H31.11.13 00100180347 プ,木,金,陶,が

渡島 めいしんけんせつ ㈱明伸建設 函館市西桔梗町８６３番地５ 0138-48-1818 本社電話に同じ H26.10.9 H31.10.8 00100107602
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,体

渡島 めいゆう ㈱明優 亀田郡七飯町字藤城３５８番地の４ 0138-64-3711 本社電話に同じ H25.8.6 H30.8.5 00100143566 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 もりこうぎょう ㈱森興業 山越郡長万部町字長万部４０２番地 01377-2-3378 本社電話に同じ H24.6.28 H29.6.27 00100047190 プ,木,残,ゴ,金,陶,が

渡島 もりせいそう 森清掃㈱ 茅部郡森町字白川３７番地 01374-2-2653 本社電話に同じ H24.10.3 H29.10.2 00100099444 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

渡島
やぐちこうわんけんせ
つ

矢口港湾建設㈱ 北斗市七重浜８丁目８番３８号 0138-49-1840 本社電話に同じ H25.8.30 H30.8.29 00100173593 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 やくもさるべーじ ㈲八雲サルベージ 二海郡八雲町立岩７１番地の４８ 0137-63-3538 本社電話に同じ H25.10.25 H30.10.20 00100008417 汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 やさか ㈱弥栄 二海郡八雲町立岩１３６番地８ 0137-62-2700 本社電話に同じ H25.8.16 H30.8.15 00100173418 プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が

渡島 やしおうんゆ 八潮運輸㈱ 北斗市萩野３５番地４ 0138-84-8400 本社電話に同じ H21.11.6 H26.11.5 00110080311 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り
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渡島
やすおかけんせつこ
うぎょう

安岡建設工業㈱ 松前郡福島町字三岳１９５番地の７ 0139-47-3344 本社電話に同じ H25.6.18 H30.6.16 00100004206 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

渡島 やなぎぬまうんそう 柳沼運送㈱ 北斗市谷好２丁目３番７号 0138-73-7711 本社電話に同じ H24.11.9 H29.11.4 00100138514
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

渡島 やなもとぐみ ㈱柳本組 北斗市七重浜３丁目１７番地７号 0138-49-1387 本社電話に同じ H23.6.7 H28.6.6 00100160458 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 やまいち ㈲やまいち 北斗市富川２丁目８番６号 0138-73-2221 本社電話に同じ H23.4.19 H28.4.18 00100127021 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 やまいちさんぎょう ㈲山一産業 二海郡八雲町落部５６８番地の７ 0137-67-2420 本社電話に同じ H26.6.24 H31.6.10 00100061986 油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

渡島 やまかうんゆ ヤマカ運輸㈱ 函館市高松町５０５番地１２ 0138-59-1902 本社電話に同じ H25.2.5 H30.2.4 00100101927 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
やまかかしわばうん
ゆしょうかい

㈲山カ柏葉運輸商会 函館市西桔梗町８１８番地の２ 0138-49-6262 本社電話に同じ H25.5.21 H30.4.27 00100053777 プ

渡島 やまき ㈱ヤマキ 亀田郡七飯町大川６丁目１番６号 0138-83-7428 本社電話に同じ H25.2.7 H30.2.6 00100170657 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
やまけんなかがわぐ
み

㈱山建中川組 函館市根崎町７５番地 0138-59-4763 本社電話に同じ H26.8.30 H31.8.29 00100178992 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 やまざきけんせつ ㈱山崎建設 茅部郡森町字砂原６丁目１９番地の１２３ 01374-8-2329 本社電話に同じ H23.9.27 H28.9.26 00100162386 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
やまささいとうこうぎょ
う

㈲ヤマサ斉藤工業 函館市石崎町７８番地 0138-58-2632 本社電話に同じ H24.3.22 H29.3.12 00100134327 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 やましちおしゃまんべ ㈲山七長万部運輸 山越郡長万部町字長万部１７２番地１ 01377-2-5031 090-7058-3265 H26.8.27 H31.8.26 00100178995 酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

渡島
やまだいだいさくうん
ゆ

ヤマダイ大作運輸㈱ 函館市大手町５番３８号 0138-22-8119 本社電話に同じ H22.12.1 H27.11.30 00100157435 プ,紙,木,繊,金,が

渡島 やまだうんそう ㈱山田運送 函館市陣川二丁目１６番１号 0138-54-4915 本社電話に同じ H26.9.13 H31.9.6 00100145987 プ,金,陶

渡島 やまべちくさん ㈲山辺畜産 函館市亀田中野町２０８番地３ 0138-46-2140 本社電話に同じ H25.12.22 H30.12.21 00100145731 汚,酸,残

渡島 やまもとぐみ ㈱山本組 山越郡長万部町字長万部１８２番地 01377-2-2160 本社電話に同じ H23.9.29 H28.9.28 00100162106 汚,プ,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,⑬

渡島
やまやまここばしすい
さん

㈲ヤマヤマコ小橋水産 函館市入舟町２１番２１号 0138-22-4064 本社電話に同じ H23.1.13 H28.1.12 00100036970 残

渡島 よこたきこうぎょう ㈲横滝工業 函館市石川町２６６番地 0138-46-8385 本社電話に同じ H23.12.4 H28.12.3 00100078490 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 よこやまうんゆ ㈱横山運輸 北斗市村山１５５番地の１ 0138-77-7337 本社電話に同じ H25.9.6 H30.9.5 00100007791 汚,プ,木,金,陶,が

渡島 よこやまこうぎょう 横山興業㈱ 北斗市本郷２０８番地３ 0138-77-8444 本社電話に同じ H25.9.6 H30.9.5 00100008119 汚,プ,木,金,陶,が

渡島 よしいすいさん ㈲吉井水産 北斗市追分４丁目３番８号 0138-49-1461 本社電話に同じ H24.9.10 H29.9.9 00100050236 残
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渡島 よしかわけんせつ ㈱吉川建設 二海郡八雲町落部６４０番地の２ 0137-67-2316 本社電話に同じ H23.12.21 H28.12.20 00100081929 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 よしだうんそう 吉田運送㈱ 函館市西桔梗町５１９番地３ 0138-49-5588 本社電話に同じ H22.10.29 H27.9.28 00100110972 酸,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 よしだとそう ㈲吉田塗装 函館市花園町１番１２号 0138-56-6828 本社電話に同じ H22.8.26 H27.8.25 00100121304 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 よねたせいそう ㈲米田清掃 函館市上湯川町２９３番地の３１ 0138-57-2848 本社電話に同じ H22.10.18 H27.10.17 00100012095 燃,汚,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,鉱,が

渡島 りゅうせつこうぎょう ㈲竜設興業 函館市美原４丁目３３番７号 0138-47-7416 本社電話に同じ H24.10.29 H29.10.28 00100139005 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 わかつきてくの 若月テクノ㈱ 北斗市添山１０１番地 0138-74-2111 本社電話に同じ H22.8.27 H27.8.26 00100156093 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島 わたなべぐみどけん ㈱渡辺組土建 亀田郡七飯町字鳴川町２０１番地の３５ 0138-65-5466 本社電話に同じ H23.6.15 H28.4.10 00100039080 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

渡島
わだはいかんこうぎょ
う

㈱和田配管工業 北斗市久根別１丁目２３番２号 0138-73-2079 本社電話に同じ H25.4.4 H30.4.3 00100141977 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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