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石狩 あーきてくの ㈱アーキテクノ 北広島市大曲工業団地５丁目１番地４ 011-377-2766 本社電話に同じ H26.5.3 H31.4.12 00110110100 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 あーくねっと ㈱アークネット
札幌市西区八軒１０条西１２丁目２番１２
号

011-642-3181 本社電話に同じ H25.6.8 H30.5.7 00100142443 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あーとぞうえん ㈱アート造園 札幌市北区篠路町拓北北３１番２０７ 011-772-6391 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.13 00100159310 プ,木,金,が

石狩
あーるえすねっとさー
びす

㈱アールエス・ネットサービス 札幌市白石区中央３条４丁目５番１１号 011-817-2323 本社電話に同じ H24.10.12 H29.9.30 00100099142 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あーるりばいぶ アールリバイブ㈱
札幌市豊平区月寒東１条１４丁目４番８
号

011-859-3300 本社電話に同じ H23.12.23 H28.12.22 00100163717 プ,紙,木,ゴ,金,陶

石狩 あいえすさぽーと ㈱ＩＳサポート 札幌市北区篠路１条５丁目１６番２２号 011-772-8931 本社電話に同じ H25.1.31 H29.7.10 00110136461 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 あいえすてくの Ｉ・Ｓテクノ㈱ 札幌市手稲区曙６条３丁目１番１１号 011-691-3233 本社電話に同じ H26.10.22 H31.10.21 00100179984 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あいけーこうぎょう アイケー工業㈱ 札幌市北区新琴似町1０11番地８ 011-769-2207 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.16 00100135538 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あいしーえす ｉＣＳ㈱
札幌市中央区南９条西９丁目３番３０号４
０３号室

011-206-7865 本社電話に同じ H25.9.20 H30.9.19 00100173884 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あいじーえふ ㈲アイジーエフ 札幌市白石区北郷５条５丁目２番１７号 011-873-3344 本社電話に同じ H22.8.28 H27.8.27 00100156092 プ,紙,木,繊,金,陶

石狩 あいじーえふ ㈲アイジーエフ 札幌市白石区北郷５条５丁目２番１７号 011-873-3344 本社電話に同じ H22.8.28 H27.8.27 00100156092 プ,紙,木,繊,金,陶

石狩 あいだかがくこうぎょう 相田化学工業㈱ 東京都府中市南町６丁目１５番地の１３ 0423-68-6311 本社電話に同じ H23.3.4 H28.2.19 00100004256 汚,油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 🏠 あいだしゃりょう ㈲会田車輌 北広島市輪厚７０６番地 011-377-4832 本社電話に同じ H23.8.4 H28.7.11 00110041268 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が 有り

石狩 あいでぃーきこう ㈱アイディー機工 札幌市東区北２１条東２０丁目３番３１号 011-788-4752 本社電話に同じ H26.4.28 H31.4.27 00100147802 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あいてす ㈱アイテス
札幌市西区発寒１４条４丁目３番１０号北
海電工札幌支店３階

011-668-0061 本社電話に同じ H26.10.7 H29.9.3 00100137874 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あいてっく ㈱アイテック 札幌市東区北１１条東１１丁目１番１１号 011-742-9827 本社電話に同じ H24.12.4 H29.12.3 00100139399 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
あおきかいたいけん
せつ

青木解体建設㈱ 札幌市東区北１９条東２２丁目５番４号 011-781-7222 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100061887 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あおきこうぎょう 青木工業㈱ 江別市緑町東４丁目９番地 011-385-3581 本社電話に同じ H26.5.28 H31.5.11 00100060734
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 あおきこうぎょう 青木鉱業㈱ 札幌市中央区大通西７丁目２番地５ 011-222-0502 本社電話に同じ H26.6.6 H31.6.5 00100177772 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あおきじゅうけん ㈲青木重建 札幌市東区伏古８条４丁目２番１４号 011-782-8240 本社電話に同じ H27.2.16 H32.2.8 00100066923 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あかいしこうぎょう ㈲赤石工業 江別市豊幌４１６番地の１ 011-383-4441 本社電話に同じ H24.10.11 H29.9.13 00100138126 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 🏠 あかししょうてん ㈱明石商店 札幌市白石区中央１条５丁目１番１５号 011-841-5375 本社電話に同じ H27.6.27 H32.6.26 00100183710 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
あきかんりさいくるえ
こしすてむ

㈲空缶リサイクルエコシステ
ム

札幌市西区西野１０条９丁目３番１０号 011-662-3421 011-641-8203 H22.12.23 H27.12.22 00100101328 プ,金,陶

石狩 あきそうぎょう ㈲秋総業 札幌市北区篠路４条８丁目２番１０号 011-772-7013 本社電話に同じ H25.12.10 H30.12.9 00100146182 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 あくしす アクシス㈱
札幌市白石区菊水上町１条４丁目２０２
番地２９

011-206-4782 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.24 00100162511 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

石狩 あくと ㈲アクト 空知郡南幌町北町６丁目８番８号 011-378-2290 本社電話に同じ H25.4.1 H30.2.6 00100101964 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あさい ㈱浅井 東京都大田区平和島５丁目８番２３号 03-3762-0371 本社電話に同じ H23.11.10 H28.11.7 00100113378 プ,金,陶

石狩 あさひうんゆ 旭運輸㈱ 札幌市北区新川５条２０丁目２番２０号 011-766-5251 本社電話に同じ H24.1.9 H29.1.8 00100082269 油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

石狩 あさひけんせつうんゆ 朝日建設運輸㈱ 石狩市八幡１丁目４５９番地２８ 0133-66-3336 本社電話に同じ H24.5.30 H29.5.29 00100047974 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あさひさんぎょう ㈱アサヒ産業
札幌市豊平区月寒東３条１０丁目３番１３
号

011-892-2681 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.22 00100105736 油,プ,木,金,陶,が

石狩 あさひじゅうき ㈱旭住器 札幌市豊平区旭町３丁目３番２２号 011-822-6542 本社電話に同じ H25.9.27 H30.9.25 00100106480 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 優 あさひぷりてっく アサヒプリテック㈱ 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町２１番地 078-333-5600 011-377-5666 H22.4.18 H29.4.17 00110000503 汚,油,酸,ア,プ,紙,繊,残,ゴ,金,陶 有り

石狩 あさぶうんそう 麻生運送㈱ 札幌市白石区菊水元町８条１丁目５－３ 011-887-7801 本社電話に同じ H26.12.16 H31.12.15 00100054525 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あすかうんゆ ㈱アスカ運輸 札幌市東区中沼町７９－１ 011-792-2233 本社電話に同じ H22.11.7 H27.11.6 00100073014
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
が,糞,体

石狩 あすかえいと ㈲アスカエイト 札幌市東区丘珠町８６番地 011-776-6854 本社電話に同じ H26.12.3 H31.12.2 00100115063 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あすかしょうじ ㈲アスカ商事 札幌市厚別区上野幌３条３丁目２番６号 011-894-0048 本社電話に同じ H26.11.23 H31.11.22 00100114815 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あすなろどうろ あすなろ道路㈱ 札幌市中央区南１条東１丁目２番地の１ 011-221-8966 本社電話に同じ H26.9.26 H31.9.25 00100179404 が

石狩 あすふぁるとこうぎょう ㈱アスファルト工業 札幌市北区新琴似町１０１６番地 011-802-9907 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.16 00100162206 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 あずまつうしんせつび ㈲アズマ通信設備 札幌市東区東雁来９条１丁目８番１８号 011-791-5312 本社電話に同じ H26.7.26 H31.7.25 00100178608
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩 あすれっく ㈱アスレック 札幌市豊平区西岡５条１３丁目５番１号 011-583-1100 011-596-5855 H22.4.29 H27.4.28 00100117829 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あたかしーえす アタカシーエス㈱ 札幌市中央区北１条西２７丁目５番１号 011-613-7515 本社電話に同じ H23.12.2 H28.12.1 00100163342 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あだちまさひこ 安達　昌彦 千歳市富丘３丁目１６番２８号 090-5951-0844 本社電話に同じ H24.9.7 H29.9.6 00100167987 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 あつけんこうぎょう ㈲アツケン工業 札幌市厚別区青葉町１４丁目９番８号 011-890-5161 本社電話に同じ H23.8.23 H28.8.22 00100129483 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あっぷす ㈱アップス
札幌市清田区美しが丘５条６丁目８番１２
号

011-789-6801 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100176857 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 あっぷらいず ㈲アップライズ
札幌市西区西野３条１０丁目８番３号学
田山ハウス１０１号

011-676-8305 本社電話に同じ H23.7.28 H28.7.14 00100128635 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 あでぃる アディル㈱ 札幌市白石区東米里２０４０番地５１ 011-876-0351 本社電話に同じ H26.7.15 H31.7.14 00100178321 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あとむしょうじ ㈱アトム商事 札幌市白石区川下１条６丁目１番３５号 011-879-6627 本社電話に同じ H26.10.4 H31.10.3 00100179668 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あびづ ㈱アビヅ
愛知県名古屋市港区昭和町１４番地の２
４

052-619-6600 0123-25-3366 H26.10.22 H31.10.21 00100110592 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩
あぷろーどえんじにあ
りんぐ

アプロードエンジニアリング
㈱

札幌市東区東苗穂９条２丁目４番７号 011-790-5511 本社電話に同じ H26.2.20 H31.2.19 00100176225 プ,金,陶

石狩 あべ　みつのり 阿部　光倫
札幌市手稲区新発寒６条７丁目１０番３５
号

090-5546-0527 本社電話に同じ H27.2.20 H32.2.19 00100182040 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あべかいたい ㈲阿部解体 札幌市西区西野６条５丁目４番２２号 011-661-0481 本社電話に同じ H25.9.30 H30.9.29 00100006458 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 あぽろうんゆ アポロ運輸㈱ 札幌市白石区菊水上町４条４丁目 011-841-7100 本社電話に同じ H25.8.29 H30.8.28 00100055406 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 あらいぶ ㈱アライブ 札幌市北区屯田９条８丁目６番１６号 011-772-2724 0133-22-2870 H27.1.29 H32.1.28 00100153012
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,が,糞,体,ば

石狩 あらいまさし 荒井 正司 北広島市稲穂町西１丁目５番地１１ 011-373-3388 本社電話に同じ H23.4.6 H28.4.5 00100075754 プ,金,陶

石狩
あるふぁぴゅあじぇい
でぃ

アルファピュアＪＤ㈱ 札幌市中央区南２７条西１４丁目１番３号 011-825-0545 本社電話に同じ H22.2.24 H27.2.23 00100151895 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

石狩 あんかーけんせつ アンカー建設㈱ 札幌市東区伏古９条２丁目６番２４号 011-785-6180 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.21 00100061284 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
あんぜんうんゆけん
せつ

安全運輸建設㈱ 札幌市手稲区曙５条５丁目６番１５号 011-665-7252 本社電話に同じ H27.6.28 H32.6.27 00100031059 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 あんびしゃす ㈱アンビシャス 札幌市白石区北郷２条３丁目４番１０号 011-873-3374 本社電話に同じ H27.7.17 H32.7.16 00100184137 燃,泥,油,プ,紙,木,繊､ゴ,金､陶,が,ば

石狩 いーあしすと ㈱e-assist 札幌市西区西野６条４丁目６番２０号 011-666-3114 本社電話に同じ H22.6.4 H27.6.3 00100153905 プ,金,陶

石狩 いーあんどえむ ㈱イーアンドエム 札幌市西区発寒１６条１４丁目６番１号 011-213-9103 本社電話に同じ H25.12.29 H30.12.28 00100053132
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩
いーぴーえすしょうう
ん

イーピーエス商運㈱ 恵庭市戸磯３４５番地２０ 0123-34-0816 本社電話に同じ H27.4.9 H32.4.8 00100066218 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 いがきどしゃこうぎょう ㈲井垣土砂興業 札幌市北区篠路４条５丁目２番２３号 011-772-9889 本社電話に同じ H25.12.26 H30.12.25 00100014350 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いがらしけんざい ㈱五十嵐建材 札幌市東区東苗穂４条２丁目１番５０号 011-781-7988 本社電話に同じ H22.12.9 H27.12.8 00100008911 燃,汚,油,酸,プ,金,陶,が
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石狩 いがらしさんぎょう ㈲五十嵐産業 札幌市中央区北３条西２６丁目１番２３号 011-644-7616 本社電話に同じ H26.9.9 H31.8.28 00100150405 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いかりせつび イカリ設備㈱
札幌市西区発寒９条１４丁目５１６番地１
５８

011-668-0511 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.22 00100173059 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
いけざきたいやしょう
かい

㈲イケザキタイヤ商会 北広島市高台町５丁目９番６号 011-372-6802 本社電話に同じ H23.11.10 H28.8.21 00100128677 プ,金

石狩
いけそーしゃりょうけ
んせつこうぎょう

イケソー車輛建設工業㈱ 札幌市手稲区前田５条４丁目４番５号 011-691-1621 本社電話に同じ H26.8.20 H31.8.19 00100015663 汚,プ,紙,木,繊,陶,が

石狩
いけだけんせつこう
ぎょう

池田建設工業㈱
札幌市手稲区新発寒４条５丁目１１番２１
号

011-682-5955 本社電話に同じ H23.3.16 H28.3.6 00100075147 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いけだこうぎょう ㈲池田工業 千歳市みどり台南１丁目２番１号 0123-42-0062 本社電話に同じ H26.8.12 H31.8.11 00100178721 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠 いけださんぎょう 池田産業㈱ 札幌市白石区川下５条４丁目３番４３号 011-873-4180 本社電話に同じ H22.9.2 H27.9.1 00100121023 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いしがみしゃりょう 石上車輌㈱ 恵庭市下島松８０１番地３ 0123-37-0555 本社電話に同じ H25.7.30 H30.7.29 00100006472 プ,金,陶

石狩
いしかりかんきょうめ
んてなんすせんたー

㈱石狩環境メンテナンスセン
ター

石狩市新港中央３丁目７５０番地１０ 0133-64-6020 本社電話に同じ H22.12.28 H27.12.27 00100124475 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いしかりさんぎょう 石狩産業㈱ 石狩市親船町１１１番地 0133-62-3250 本社電話に同じ H26.6.16 H31.6.15 00110020424 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 いしかりせいそう ㈲石狩清掃 石狩市新港東２丁目４番９ 0133-77-5901 本社電話に同じ H27.4.4 H32.4.3 00100182727
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

石狩 いしかわぐみ ㈱石川組 江別市上江別西町４２番地６ 011-382-4367 本社電話に同じ H24.4.20 H29.4.19 00100084597 汚,油,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 いしかわけんざい ㈲石川建材 札幌市東区中沼西１条２丁目２番８号 011-791-9550 本社電話に同じ H26.7.30 H31.7.29 00100135771 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩
いしかわとらっくうんそ
う

㈱石川トラック運送 札幌市豊平区豊平８条８丁目２番２４号 011-820-3171 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.6 00100063760 燃,汚,油,酸,ア,プ,木,残,金,陶,ば

石狩 いしかわほどう ㈱石川舗道 江別市見晴台９７番地の２ 011-382-0991 本社電話に同じ H22.10.7 H27.10.6 00100156895 プ,木,金,陶,が

石狩
いしだけんうんそう
ぎょう

石田建運総業㈲ 江別市美原９８７番地 011-382-3279 本社電話に同じ H26.8.17 H31.8.16 00100062654 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,ば,⑬

石狩 いしだけんしょう ㈲石田建商 札幌市西区八軒９条西１０丁目４番１１号 011-611-5585 本社電話に同じ H23.5.26 H28.5.9 00100127238 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いしだまさみ 石田　正美
札幌市白石区北郷２条４丁目１番１－３０
１号

011-873-1039 本社電話に同じ H24.6.23 H29.6.22 00100138398 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いせうんゆ 伊勢運輸㈱ 札幌市白石区北郷６条３丁目８番１１号 011-872-3377 0133-64-6171 H23.3.27 H28.3.26 00100015956 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 いちい ㈱イチイ 札幌市白石区川下４条３丁目４番７号 011-873-3714 本社電話に同じ H22.12.9 H27.12.8 00100035968 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,金,陶,が

石狩 いちいうんゆ ㈱いちい運輸 恵庭市柏木町５８８番地４３ 0123-34-8877 本社電話に同じ H27.5.20 H32.5.19 00100154519 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩
いちけんほそうこう
ぎょう

いち建舗装工業㈱ 札幌市東区東苗穂１４条４丁目３番２２号 011-791-6178 本社電話に同じ H24.8.10 H29.7.24 00100097407 プ,木,金,が

石狩 いちはししんご 市橋　新悟
札幌市厚別区上野幌１条２丁目１番１－
３０２号

011-801-1717 本社電話に同じ H24.6.23 H29.6.22 00100166828 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いちみやうんゆ 一宮運輸㈱ 愛媛県新居浜市西原町２丁目４番３６号 0897-33-0138 本社電話に同じ H24.2.10 H29.2.9 00100001209 プ,陶,が

石狩 いちむら ㈱イチムラ 札幌市清田区里塚３条１丁目８番５号 011-884-9410 本社電話に同じ H23.2.15 H28.2.14 00100158449 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いちやなぎこうむてん ㈲一栁工務店 札幌市白石区菊水１条２丁目１０番８号 811-811-1023 本社電話に同じ H27.7.7 H32.7.6 00100071606 プ､紙､木､繊,陶､が

石狩 いっしんこうぎょう ㈱壱眞興業 札幌市東区東苗穂４条１丁目１１番８号 011-787-7357 本社電話に同じ H24.3.23 H29.3.22 00100164847 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いっしんこうぎょう 一伸工業㈲
札幌市手稲区西宮の沢５条２丁目４番５
号

011-671-5904 本社電話に同じ H24.9.11 H29.9.10 00100167673 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いっせいさんぎょう ㈲一誠産業 札幌市白石区川下６１６番５４ 011-879-5663 本社電話に同じ H26.7.30 H31.7.29 00100112689 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

石狩 いであ ㈱イデア
札幌市白石区菊水元町１条１丁目１番８
号

011-879-6100 本社電話に同じ H25.9.7 H30.9.6 00100173685 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
いとうきかいせいさく
しょ

㈱伊藤機械製作所 札幌市東区東雁来５条１丁目３番２８号 011-784-0021 本社電話に同じ H26.4.10 H31.4.9 00100148194 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いとうぎけんこうぎょう ㈱いとう技研工業 札幌市西区平和１条６丁目３番１８号 011-666-7884 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.6 00100105393 汚,プ,紙,木,陶,が

石狩 いとうけんせつ 伊東建設㈱ 石狩市生振７線南１４番地 0133-64-3000 本社電話に同じ H24.6.28 H29.6.21 00100004449 プ,木,金,陶,が,紙,繊

石狩
いとうけんせつこう
ぎょう

㈲伊藤建設工業 千歳市幸福４丁目６番３号 0123-40-7166 本社電話に同じ H26.3.20 H31.3.4 00100109682 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いとうこうぎょう ㈲伊藤工業 札幌市白石区川下２１１４番地８ 011-374-5315 本社電話に同じ H26.10.17 H28.9.26 00100127051 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いとうただし 伊藤　正 石狩市花川南８条１丁目３番地９ 0133-73-1971 本社電話に同じ H23.8.19 H28.8.18 00100161616 プ,金,が

石狩 いなほこうぎょう 稲穂興業㈱ 札幌市手稲区稲穂１条１丁目１１番１４号 011-682-3151 本社電話に同じ H22.8.20 H27.8.19 00100015319 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,ば

石狩
いのまたじゅうきこう
ぎょう

イノマタ重機工業㈲ 札幌市西区平和２条１丁目５番２２号 011-667-7401 本社電話に同じ H25.9.28 H30.9.27 00100173882 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いわお ㈲イワオ 千歳市清水町２丁目１番地 0123-23-3868 本社電話に同じ H23.12.13 H28.10.29 00110043755 汚,油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 いわさきけんせつ ㈲岩﨑建設 札幌市南区藤野３条２丁目１番４８号 011-593-4613 本社電話に同じ H22.8.24 H27.8.23 00100120880 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
いわさきぞうえんどぼ
く

㈱岩崎造園土木 札幌市東区中沼西４条１丁目３番１２号 011-790-4577 本社電話に同じ H27.1.13 H32.1.12 00100066882 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 いわしたさんぎょう 岩下産業㈱ 札幌市西区八軒７条西１１丁目２番２２号 011-641-1803 本社電話に同じ H25.11.7 H30.10.30 00100145477 汚
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石狩 いわせ ㈱イワセ 石狩市樽川３条１丁目２１番地 0133-73-2220 本社電話に同じ H26.10.22 H31.8.16 00110063572 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩 いわせそうぎょう ㈱岩瀬総業 石狩郡当別町字上当別９１０番地 01332-6-2354 本社電話に同じ H23.3.23 H28.3.16 00100034165 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体

石狩 いわだてこうぎょう ㈱岩館興業
札幌市白石区北郷４条１１丁目２１番地２
３号

011-873-5630 本社電話に同じ H26.12.13 H31.12.8 00100066125 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いわぶちまさひこ 岩渕　征彦
千歳市都６２６番地の５０ガレージハウス
寅次郎

0123-27-8184 本社電話に同じ H26.6.18 H31.6.17 00100177773 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いわまこうぎょう ㈱いわま工業 石狩郡当別町六軒町７１番地５０ 0133-27-5000 本社電話に同じ H26.11.7 H31.11.6 00100180214 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 いわもとせきてい ㈱岩本石庭 札幌市南区常盤６条２丁目１２２番地１３ 011-591-5551 本社電話に同じ H23.7.19 H28.7.18 00100129747 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 いんえいでんきこうじ 親栄電気工事㈱
札幌市白石区東札幌２条５丁目２番２６
号

011-811-9375 0133-64-6400 H22.8.31 H27.8.1 00110032209
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

有り

石狩
いんたーめでぃかる
ず

㈱インターメディカルズ 札幌市北区北２３条西３丁目２番２８号 011-788-6266 本社電話に同じ H25.4.22 H30.3.9 00100047843
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩 いんぱくと ㈱インパクト 札幌市北区篠路３条１丁目１番５号 011-775-8104 本社電話に同じ H25.6.21 H30.6.20 00100172481 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 う゛ぁりあす ㈱札幌ヴァリアス 札幌市清田区里塚３条６丁目３番５号 011-883-5583 本社電話に同じ H23.12.21 H28.12.20 00100163568 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 ういんぐ ㈱ウイング 北広島市大曲緑ケ丘７丁目８番６ 011-376-3915 本社電話に同じ H24.8.29 H29.8.28 00100049857
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

石狩 うえしまもとひろ 植島 基博
石狩郡新篠津村第４６線北１６番地サグ
レス新篠津

0126-58-3337 本社電話に同じ H25.5.14 H30.5.13 00100142444 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

石狩 うえむらうんゆ 植村運輸㈱ 千歳市美々１２９２番地４３７ 0123-22-1541 本社電話に同じ H25.5.29 H30.5.13 00100048323 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 うすたにこうぎょう ㈲臼谷興業 札幌市白石区川下３条７丁目４番５号 011-875-6366 本社電話に同じ H26.2.19 H31.2.18 00100176117 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 うちさわけんせつ 内澤建設㈱
札幌市手稲区手稲本町１条２丁目５番１
９号

011-695-2999 本社電話に同じ H26.9.8 H31.9.7 00100063759 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 うちぼりきんぞく 内堀金属㈱ 札幌市白石区南郷通２１丁目南４番１号 011-861-3636 本社電話に同じ H25.4.23 H30.4.22 00100103301 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 うちむらさんぎょう ㈱内村産業 札幌市南区常盤５条２丁目１０３番地１０ 011-591-3947 本社電話に同じ H25.9.17 H30.9.16 00100007195
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 うちやま ㈱内山 札幌市東区北２２条東８丁目２番１１号 011-752-5135 本社電話に同じ H26.9.2 H31.9.1 00100178998 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 うちやまゆか 内山 裕香
札幌市北区あいの里２条４丁目１番２２
号

090-7512-5100 本社電話に同じ H27.5.1 H32.4.30 00100182726 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 うつみじゅうき ㈲ウツミ重機 札幌市東区中沼西５条２丁目２番２４号 011-792-3628 本社電話に同じ H26.10.11 H31.10.10 00100150142 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
えあうぉーたーぶつ
りゅう

エア・ウォーター物流㈱ 札幌市中央区北３条西１丁目２番地 011-241-9486 011-382-1550 H27.1.18 H32.1.17 00110005201
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

有り
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石狩 えいじあ ㈱エイジア
札幌市白石区菊水上町１条１丁目２４番
地１２

011-817-7888 本社電話に同じ H23.10.27 H28.10.26 00100162804 油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えいしょう ㈱栄商 札幌市東区北４７条東１丁目１番１０号 011753-6363 本社電話に同じ H24.12.28 H29.12.27 00100169766 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
えいしんかったーこう
ぎょう

㈲栄進カッター工業 札幌市白石区川下２０６５番地２ 011-873-6908 本社電話に同じ H25.5.3 H30.5.2 00100171596 汚,金,陶,が

石狩 えいだいしぎょう 永大紙業㈱
札幌市西区八軒１０条西１２丁目２番２５
号

011-611-8010 本社電話に同じ H25.7.8 H30.7.7 00100042117 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩
えいちえすいのべー
しょん

㈱Ｈ．Ｓイノベーション 恵庭市島松寿町１丁目１６番地６ 0123-37-1105 本社電話に同じ H27.7.7 H32.7.6 00100183933 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えいちてぃそうぎょう ㈲エイチ・ティ総業 札幌市北区屯田７条１丁目４番２２号 011-775-8170 本社電話に同じ H27.4.1 H32.3.31 00100107223 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
えいとこーぽれーしょ
ん

栄斗コーポレーション㈱ 札幌市南区川沿１１条１丁目７番３１号 011-571-3834 本社電話に同じ H25.6.11 H30.6.10 00100172160 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩 えーあーる ㈱エーアール 札幌市東区北４３条東９丁目１番２７号 011-790-1882 本社電話に同じ H24.6.29 H27.8.9 00100120555 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 えーあーるそうぎょう ㈲エー・アール総業 札幌市北区篠路８条６丁目８番１２号 011-775-0026 本社電話に同じ H27.2.6 H32.1.27 00100116009
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 えーえすかんぱにー ㈱Ａ・Ｓカンパニー 札幌市白石区栄通２０丁目５番２４号 011-873-4301 本社電話に同じ H23.9.23 H28.9.22 00100161996 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
えーきゅうこーぽれー
しょん

㈱Ａ・Ｑコーポレーション 札幌市西区発寒１１条１丁目１３番１７号 011-695-1611 本社電話に同じ H23.9.15 H28.9.14 00100130066 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えーけー ㈱AK 札幌市東区本町２条６丁目５番６号 011-784-2422 本社電話に同じ H24.4.24 H29.4.23 00100165633 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えーしーえむ ㈱エーシーエム 札幌市白石区川下２１２９番地１０１ 011-879-7170 本社電話に同じ H23.9.29 H28.9.28 00100162108 紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えーじしょうじ ㈱エージ商事 札幌市中央区南８条西８丁目５１５番地 011-512-6185 0133-66-4560 H27.3.15 H32.3.14 00100014353 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えーす ㈱エース 札幌市北区北２５条西３丁目２番３号 0133-74-8833 本社電話に同じ H26.11.8 H31.11.7 00100015664 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えーすこうき エース工機㈱ 東京都台東区駒形１丁目３番１６号 03-3843-4851 011-742-7001 H22.12.9 H27.12.8 00100035074 汚,油

石狩 えーぴーえむ ㈱エー・ピー・エム 札幌市北区新琴似８条１３丁目２番２６号 011-765-7848 本社電話に同じ H23.6.17 H28.6.16 00100160461 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えーわいじゅうせつ ㈱ＡＹ住設 札幌市白石区北郷５条６丁目３番４３号 011-854-6214 本社電話に同じ H26.8.5 H31.8.4 00100178718 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

石狩 えきすぱーとなー ㈲エキスパートナー
札幌市清田区美しが丘２条８丁目６番１４
号

011-882-6075 本社電話に同じ H24.10.16 H29.10.15 00100138191 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えくある ㈲エクアル 札幌市中央区南１条東３丁目１２番地４ 011-207-2525 本社電話に同じ H26.9.4 H31.9.3 00100179403 プ,金,陶

石狩 えくすとりーく エクストリーク㈱ 東京都港区芝１丁目１４番４号 03-5444-7631 011-200-8832 H26.7.4 H31.7.3 00100178101 プ,紙,木,繊,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

石狩 えくせるしょうじ ㈱エクセル商事 札幌市北区新琴似１条５丁目５番１２号 011-374-1147 本社電話に同じ H23.5.12 H28.5.11 00100159779 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えくせるほどう ㈱エクセル舗道 札幌市東区北４５条東６丁目４番２８号 011-723-1566 本社電話に同じ H27.4.22 H32.4.20 00100154226 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えこあ ㈱ＥＣＯＲＥ 札幌市中央区大通西８丁目２番３９号 011-211-5331 本社電話に同じ H24.2.10 H29.2.9 00100164294 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 優 えこしすてむじゃぱん エコシステムジャパン㈱ 東京都千代田区外神田４丁目１４番１号 03-6847-7010 本社電話に同じ H20.10.1 H27.9.30 00100002613 燃,汚,油,酸,ア,プ,金,陶,鉱,ば

石狩 えこしてぃ ㈱エコシティ 石狩市新港東２丁目１６番地７ 0133-62-5371 本社電話に同じ H25.3.5 H30.3.4 00110170693
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

石狩
えことれんどふぁー
まー

㈱エコトレンドファーマー 札幌市手稲区前田５条６丁目４番４号 011-668-6200 0123-25-6728 H26.9.27 H31.9.3 00110150589 汚,油,酸,ア,プ,木,残 有り

石狩 えこびじょん エコビジョン㈱ 札幌市南区石山１条２丁目１番１０号 011-594-2525 本社電話に同じ H24.12.15 H29.12.6 00100139557 酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えこふぃーるど ㈱エコフィールド 千歳市泉沢１００７番地３３ 0123-28-2977 本社電話に同じ H24.12.7 H29.10.22 00100138416
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩
えこぶるごうどうがい
しゃ

エコブル合同会社 石狩郡当別町対雁２３番５号 0133-27-6071 本社電話に同じ H26.12.12 H31.12.11 00100180924 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えこぷろ ㈱エコプロ 札幌市厚別区厚別西１０６３番地１４５ 011-890-5650 本社電話に同じ H23.8.20 H28.8.19 00100160504
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

石狩 えこほっかいどう ㈱エコ北海道 恵庭市下島松８０１番地５ 0123-37-1212 本社電話に同じ H25.4.25 H30.4.1 00100141946 プ,金

石狩 えこらいん エコライン㈱ 札幌市白石区川下６４１番地１７０ 011-874-0570 本社電話に同じ H26.7.2 H31.6.7 00100018732 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

石狩 🏠 えころじーしすてむ ㈱エコロジーシステム 札幌市東区北４４条東４丁目２番２７号 011-748-3090 本社電話に同じ H25.8.8 H30.8.7 00110054944
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

石狩 えころじてむ ㈱エコロジテム
埼玉県東松山市大字下唐子１５５４番地
１

0493-24-5900 011-377-2208 H27.7.7 H32.6.16 00100079460 プ,木,金,陶

石狩 えこわーく ㈲エコワーク 札幌市北区屯田８条３丁目２番１４号 011-376-1773 本社電話に同じ H26.7.30 H31.7.29 00100112722
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩
えすえーかでんさー
びす

㈲エス・エー家電サービス
札幌市白石区菊水元町８条２丁目１０番
１０号

011-827-7717 本社電話に同じ H27.6.30 H32.6.29 00100085499 プ,ゴ,金,陶

石狩 えすえすゆせつ ㈱エスエス油設 札幌市北区太平３条３丁目１番３５ 011-776-7199 本社電話に同じ H27.6.10 H32.6.9 00100154703 油

石狩
えすけーけんせつう
んゆ

㈱エスケー建設運輸 札幌市清田区清田７条１丁目３番１２号 011-885-7801 本社電話に同じ H22.8.31 H27.8.30 00100156054 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
えすけーけんせつこう
ぎょう

㈱エスケー建設工業 札幌市東区北２５条東２２丁目１番３４号 011-784-1177 011-398-4655 H22.7.23 H27.7.22 00100151990 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えすこ ㈱エスコ 札幌市西区発寒１４条２丁目３番１号 011-668-8311 本社電話に同じ H24.7.14 H29.7.13 00100167084 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えすさんぎょう ㈲エス産業 千歳市幸福３丁目９番６号 0123-22-4055 本社電話に同じ H26.9.4 H31.8.19 00100113093 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

収集運搬業（20150331）
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石狩 えすじーさーびす ㈲エスジーサービス 札幌市白石区北郷５条８丁目１２番２３号 011-874-7640 本社電話に同じ H25.8.28 H30.8.19 00100144183 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えすじーむーびんぐ ＳＧムービング㈱ 東京都江東区新木場２丁目１４番１１号 03-3521-8691 011-783-5555 H26.1.15 H30.12.16 00100053569 プ,紙,木,金,陶

石狩 えすてぃー ㈱ＳＴ 札幌市白石区米里２条４丁目１番２０号 011-876-9065 本社電話に同じ H27.3.12 H32.3.11 00100182290 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 えすらいんぎふ ㈱エスラインギフ 岐阜県羽島郡岐南町平成４丁目６８番地 058-245-3131 011-665-2980 H25.11.28 H30.11.27 00100136182 プ,ゴ,金,陶

石狩 えちごやしょうてん ㈲越後屋商店 札幌市南区南沢１条１丁目３番３０号 011-573-0740 本社電話に同じ H25.5.2 H30.5.1 00100171593 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えちぜんただゆき 越善 忠幸 札幌市南区藤野３条１１丁目１３番 011-595-6637 本社電話に同じ H26.5.8 H31.4.28 00100110726 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えなしす ㈱エナシス 札幌市手稲区金山１条２丁目１９番１号 011-695-3585 本社電話に同じ H25.1.29 H30.1.28 00100170198 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 えにわぎょさいゆそう ㈲恵庭魚菜輸送 恵庭市美咲野５丁目６番１５号 0123-33-8146 本社電話に同じ H22.4.1 H27.3.30 00100068206
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体

石狩
えにわくりーんさーび
す

㈱恵庭クリーンサービス 恵庭市北柏木町３丁目７４番地１ 0123-32-1122 本社電話に同じ H25.9.9 H30.8.20 00100105785
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩 えにわせいそうしゃ ㈲恵庭清掃社 恵庭市戸磯７６番地３１ 0123-34-5288 本社電話に同じ H27.7.31 H32.7.30 00100007532
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 えにわまてりある 恵庭マテリアル㈱ 恵庭市戸磯３４５番地の１０ 0123-34-3399 本社電話に同じ H27.2.24 H32.2.23 00110150381 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩 えぬえす エヌ・エス㈱ 札幌市北区新川３条１８丁目２番６号 011-762-1911 本社電話に同じ H27.6.17 H32.6.2 00100059229 燃,ば

石狩
えぬえすえんじにあり
んぐ

エヌ・エス・エンジニアリング
㈱

札幌市東区北２２条東１３丁目３０番２号 011-742-7701 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100150080 汚,油,酸,ア,プ,金,陶,が

石狩 えぬくらす ㈱エヌクラス 札幌市東区北３７条東９丁目１番１５号 011-787-5119 本社電話に同じ H25.9.18 H30.9.17 00100144663
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩
えぬけーえんじにあり
んぐ

㈱エヌ・ケーエンジニアリング 千歳市北信濃７７０番９ 0123-42-1585 本社電話に同じ H25.3.15 H30.3.14 00110002098
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

石狩
えぬてぃてぃでーたか
すたまさーびす

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタ
マサービス㈱

東京都江東区枝川１丁目９番６号 03-5690-2100 011-520-9513 H23.12.29 H28.12.28 00100145143 プ,木,金,陶

石狩 えばーぐりーん エバーグリーン㈱ 札幌市北区篠路町上篠路１３３番地 011-773-5550 本社電話に同じ H22.5.13 H27.5.12 00100154418 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
えふけいこーぽれー
しょん

㈱ＦＫコーポレーション 札幌市北区屯田１１条２丁目８番６号 011-772-6646 本社電話に同じ H27.2.13 H32.2.12 00100153202 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えふしーてぃー ㈱エフ・シー・ティー 北広島市大曲工業団地６丁目３番地５ 011-377-9651 本社電話に同じ H22.12.29 H27.12.28 00100073930 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
えふしーほーむらい
ふ

㈲エフ・シーホームライフ 札幌市南区南沢１８３６番地４ 011-887-6600 本社電話に同じ H24.11.6 H29.11.5 00100169082 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えふじぇいどうろ ㈱エフジェイ道路
札幌市北区屯田５条１０丁目２番２２－１
号

011-879-7333 本社電話に同じ H24.6.5 H29.6.4 00100166512 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 えふらいん ㈱エフライン 札幌市東区東雁来６条２丁目５番２８号 011-214-1024 本社電話に同じ H25.10.4 H30.10.3 00100173885 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えべつせいそう 江別清掃㈱ 江別市角山６９番地２７ 011-383-3261 本社電話に同じ H26.7.15 H31.6.7 00110018741
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

石狩 えべつびるかんり 江別ビル管理㈱ 江別市工栄町２５番地１４ 011-384-2047 本社電話に同じ H27.3.22 H32.3.21 00110005756
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

有り

石狩 えべつほそう ㈲江別舗装 江別市上江別４５７番地１ 011-385-6500 本社電話に同じ H23.9.7 H28.9.6 00100161861 プ,金,陶,が

石狩 えみや ㈱エミヤ
札幌市白石区流通センター７丁目８番１
号

011-890-0838 本社電話に同じ H25.5.18 H30.5.13 00100053772 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えむずめっせ エムズメッセ㈱ 札幌市清田区平岡３条３丁目３０番７号 011-884-0862 本社電話に同じ H27.5.28 H32.5.27 00100118655 プ,紙,木,繊,金,陶

石狩 えむらいん ㈱エムライン 北広島市輪厚１番５ 011-377-1430 本社電話に同じ H23.9.16 H28.9.1 00100129888 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えるぐ ㈱エルグ 札幌市中央区大通西１４丁目１番地 011-261-2305 本社電話に同じ H23.8.24 H28.8.23 00100161618 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えるしーきこう エル・シー機工㈱ 札幌市東区丘珠町５８８番地２ 011-776-7434 本社電話に同じ H26.8.27 H31.8.18 00100150551 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 えるでぃ ㈱エルディ 札幌市豊平区平岸１条１丁目８番８号 011-812-8088 本社電話に同じ H23.11.12 H28.10.13 00100130951 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 えるてぃーらいと エルティーライト㈱ 東京都品川区南大井６丁目１６番１６号 03-6893-4700 011-712-5692 H27.1.15 H31.12.15 00100083087 プ,金,陶

石狩 えるぶ ㈲エルブ 江別市野幌町５３番地の３ 011-385-7599 本社電話に同じ H22.9.18 H27.9.4 00100071993 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
えるむかいたいかい
はつ

㈲エルム解体開発 札幌市手稲区前田６条１６丁目６番８号 011-682-4579 本社電話に同じ H22.8.5 H27.8.4 00100068551 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 えるむせつび ㈲エルム設備 恵庭市戸磯５７３番９ 0123-35-3600 本社電話に同じ H25.5.30 H30.5.29 00100103950 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 えんじにありんぐひろ エンジニアリングヒロ㈱ 東京都江東区辰巳１丁目１番１号 03-3521-2293 本社電話に同じ H25.10.11 H30.10.10 00100030195
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 おおいこうむてん ㈱オオイ工務店 札幌市東区北１４条東１４丁目２番８号 011-722-3131 本社電話に同じ H25.1.12 H30.1.3 00100140035 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おーえむつうしょう オーエム通商㈱ 東京都八王子市小津町１０６番地１ 042-651-2717 042-651-5591 H22.12.25 H27.12.24 00100001865 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おおかわしげかつ 大川重勝 札幌市白石区東札幌５条２丁目３番４号 011-813-3645 本社電話に同じ H23.10.7 H28.10.6 00100042523 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おおしまけんせつ ㈱おおしま建設 札幌市厚別区西１条１丁目１番５０号 011-892-1135 本社電話に同じ H25.12.14 H30.12.13 00100174958 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おーてぃーあい ㈱オー・ティー・アイ
札幌市中央区宮の森３条１３丁目５番２４
号

011-621-5252 本社電話に同じ H24.3.14 H29.3.6 00100134259 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 おーとぱーつさんしん ㈱オートパーツ三伸 札幌市東区東苗穂１０条２丁目１番１号 011-792-3954 011-381-7000 H25.3.14 H30.1.29 00110052336 油,酸,ア,プ,金,陶 有り
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石狩 おおともうんそう 大友運送㈱ 札幌市中央区南２２条西６丁目３番１号 011-511-5373 本社電話に同じ H25.4.21 H30.4.20 00100053838 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠
おーとわたなべしょう
かい

㈲オートワタナベ商会 札幌市白石区川北２２９３番地２１ 011-871-2609 本社電話に同じ H25.1.12 H29.12.11 00100051663 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 おおぬま ㈱大沼 札幌市中央区北２条東１丁目４番地 011-811-8851 本社電話に同じ H24.12.1 H29.11.8 00100137620 ア

石狩 おおぬまゆたか 大沼　豊 札幌市北区新琴似６条１６丁目７番８号 011-764-2944 本社電話に同じ H22.8.17 H27.8.16 00100155396 プ,金,陶

石狩 おおばやしどうろ 大林道路㈱ 東京都千代田区猿楽町２丁目８番８号 03-3618-6500 011-241-1828 H25.12.26 H30.12.25 00100007506 プ,木,金,陶,が

石狩 おーびーでぃー ㈱オービーディー
札幌市厚別区大谷地西４丁目１７番３８
号

011-892-0701 0123-88-0622 H23.5.11 H28.5.10 00110127377 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば 有り

石狩
おおふちぞうえんどぼ
く

㈱大淵造園土木 千歳市末広７丁目１番１４号 0123-24-0585 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.6 00100064045 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 おおもりけんせつ 大森建設㈱ 札幌市清田区里塚２条４丁目１５番７号 011-881-0013 本社電話に同じ H22.12.28 H27.12.27 00100124476 プ,木,金,が

石狩 おーやっく ㈱オーヤック 札幌市豊平区豊平１条１丁目２番３２号 011-837-0893 本社電話に同じ H26.10.17 H31.10.16 00100150967 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 おかこうむてん ㈱岡工務店 札幌市北区北３５条西１０丁目１－１９ 011-757-0644 本社電話に同じ H24.3.23 H29.3.20 00100083475 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
おかだほどうこうぎょ
う

㈲岡田舗道工業 江別市元野幌１１８３番地２０ 011-382-7522 本社電話に同じ H23.4.28 H28.4.27 00100127244 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 おかもとこうぎょう 岡本興業㈱ 札幌市南区真駒内本町１丁目１番１号 011-841-1435 0133-64-6778 H25.6.17 H30.6.5 00100000885 燃,汚,プ,木,繊,金,陶,が

石狩 おかもとさんぎょう 岡本産業㈱ 石狩市樽川８条１丁目１９８番地 0133-76-2575 本社電話に同じ H26.4.14 H31.4.13 00100013907 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩
おがわぎけんさーび
す

㈱小川技研サービス 札幌市南区川沿５条４丁目２番２９号 011-826-5173 本社電話に同じ H23.11.15 H28.11.14 00100081054 汚,油,酸,ア

石狩 おがわゆきお 小川 幸雄 札幌市西区発寒１条２丁目３番１号 011-664-1235 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.30 00100077647 プ,金,陶

石狩 おくのこうはる 奥野　恵栄樹 札幌市北区百合が原５丁目５番１０号 011-772-2858 本社電話に同じ H23.4.8 H28.4.7 00100016630 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おくやまけんせつ 奥山建設㈱ 札幌市東区北２１条東１４丁目３番１号 011-741-8579 本社電話に同じ H27.7.1 H32.6.16 00100154953 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おさださんぎょう 長田産業㈱ 大阪府交野市私部３丁目２番１４号 072-892-2310 本社電話に同じ H25.2.15 H30.2.14 00100114445 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おざわたかゆき 小澤 孝行 札幌市東区東苗穂１２条３丁目３－２５ 011-791-0219 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.26 00100047397 油,プ,紙,木,残,金,陶,が

石狩 おざわまさなお 小澤 正直
北広島市輪厚中央３丁目２番地８　エル
ドール１０２

011-376-4670 本社電話に同じ H23.5.20 H28.4.27 00100127245 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
おしむらくうちょうこう
ぎょう

㈲押村空調工業 札幌市西区西野３条９丁目８番２号 011-661-5709 本社電話に同じ H26.8.15 H31.7.28 00100150060
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば
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石狩 おちぐみ ㈱越智組 札幌市豊平区豊平７条１０丁目４番地 011-811-6485 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.30 00100013205 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 おでっさ・てくのす オデッサ・テクノス㈱
宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目２番１
１号

022-792-7380 011-787-1335 H25.4.24 H30.4.23 00100046252 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 おのかずお 小野 和男 札幌市西区発寒１０条２丁目８番３６号 011-662-9798 本社電話に同じ H22.10.5 H27.9.28 00100072565 プ,金,陶,が

石狩 おのけんせつ ㈲小野建設 札幌市白石区本通１４丁目北５番７号 011-866-1353 本社電話に同じ H25.6.17 H30.6.16 00100080983 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おのこうぎょう ㈱小野工業
札幌市手稲区宮の沢２条３丁目８番１１
号

011-213-7443 本社電話に同じ H27.5.7 H32.5.6 00100015961 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 おのでらさんぎょう ㈲小野寺産業 札幌市厚別区厚別町山本１０８０番２６ 011-895-7372 本社電話に同じ H25.12.13 H30.12.7 00100052848 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おばたけんざい ㈱小幡建材 石狩市花川南２条３丁目７９－２０１号 0133-75-2955 本社電話に同じ H24.11.30 H29.11.29 00100169513 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おひっこしのすまいる ㈱お引越のスマイル
札幌市東区北３６条東１４丁目２番３－１
０５号

011-733-5502 本社電話に同じ H26.11.18 H31.11.17 00100180349 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 おふぃすあーる ㈱ＯＦＦＩＣＥ－Ｒ 札幌市白石区本通６丁目北１番４号 090-8637-2625 本社電話に同じ H23.8.5 H28.8.4 00100160962 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 おふぃすまーと ㈲オフィスマート 札幌市白石区本通１３丁目南６番３号 011-846-5151 本社電話に同じ H27.8.17 H32.8.16 00100116479 プ,金,陶

石狩 おもだかこうぎょう おもだか興業㈱ 札幌市東区東苗穂１１条２丁目８番１０号 011-791-1775 本社電話に同じ H25.7.16 H30.7.15 00100005809
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩 おりおんぶつりゅう ㈲オリオン物流 札幌市東区東苗穂１４条１丁目９番１４号 011-792-2211 本社電話に同じ H23.6.3 H28.5.16 00100127237 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 おんざろーど ㈲オンザロード
札幌市厚別区厚別西３条４丁目３番１５
号

011-802-3555 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.11 00100110965 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 がいあてっく ㈲ガイアテック 札幌市厚別区厚別西２条４丁目６番５号 011-895-5331 本社電話に同じ H22.11.6 H27.11.5 00100157225 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かいけんこうぎょう 開建工業㈱ 札幌市南区南３２条西８丁目１番２１号 011-584-1591 本社電話に同じ H23.9.7 H28.9.6 00100129651 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
かいしんなりたこう
ぎょう

㈱開進ナリタ工業 札幌市南区石山３条８丁目９番１６号 011-593-1191 本社電話に同じ H22.12.10 H27.12.9 00100123596 燃,汚,プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
かいはつうんゆけん
せつ

開発運輸建設㈱
札幌市白石区流通センター５丁目２番１０
号

011-864-6751 本社電話に同じ H25.6.2 H30.6.1 00100003701 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かいはつさんぎょう 開発産業㈱ 石狩市新港西３丁目７６４番地９ 0133-72-8681 本社電話に同じ H23.10.27 H28.10.23 00100080521 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 かいようこうぎょう ㈱開陽工業 札幌市北区新琴似１条２丁目７番１１号 011-762-5512 本社電話に同じ H23.6.23 H28.6.22 00100129409 陶,が

石狩 かいりくこうぎょう ㈱海陸興業 石狩市新港東２丁目３番地６ 0133-76-6478 本社電話に同じ H27.4.4 H32.4.3 00100182724
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩 かがけんざい ㈲加賀建材 札幌市東区東苗穂１１条１丁目２－１ 011-791-4964 本社電話に同じ H24.8.10 H29.7.19 00100086192 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 かきぬまこうむてん ㈱かきぬま工務店 札幌市白石区中央２条６丁目３番１１号 011-861-2082 本社電話に同じ H26.11.26 H31.11.25 00100152786 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かくたにこうさん 角谷興産㈱ 江別市緑町東１丁目６７番地 011-384-2511 本社電話に同じ H26.6.3 H31.6.2 00100018742 燃,汚,油,プ,紙,木,金,陶,鉱,が,ば,⑬

石狩 優 かくやまかいはつ 角山開発㈱ 江別市角山４２５番地５ 011-385-2669 本社電話に同じ H26.9.17 H33.9.16 00110005112
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

石狩 かさかわそうぎょう ㈲笠川総業
札幌市厚別区厚別西２条１丁目３番２７
号

011-891-3817 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.3 00100006916 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 かじまほどうこうぎょう 鹿島舗道工業㈱ 札幌市南区川沿１０条２丁目７番１０号 011-571-4500 本社電話に同じ H24.6.12 H29.6.11 00100084856 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かしわうんゆ ㈱柏運輸 恵庭市柏木町５６８番地 0123-33-5228 本社電話に同じ H26.6.30 H31.6.29 00100017800 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かすがけんせつ ㈲春日建設 札幌市北区篠路５条８丁目５番７号 011-772-2603 本社電話に同じ H23.8.5 H28.8.4 00100134388 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かたおか ㈱カタオカ 札幌市東区東雁来７条１丁目６番１８号 011-781-8558 本社電話に同じ H23.3.11 H28.2.22 00100037599 プ,木,金,陶,が

石狩 かたおか　かつはる 片岡　勝治 札幌市東区東苗穂８条３丁目１３番１号 011-784-3305 本社電話に同じ H26.10.23 H31.10.22 00100023817 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かたおかうんゆ ㈱片岡運輸 石狩郡当別町緑町１０９番地５７ 01332-3-1603 本社電話に同じ H23.9.30 H28.9.29 00100042660 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かたおかそうぎょう 片岡総業㈱ 札幌市東区丘珠町８８８番１２ 011-785-1091 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.4 00100150797 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かたやまけんせつ ㈱片山建設 札幌市北区新琴似５条１５丁目６－７ 011-764-1561 本社電話に同じ H27.2.27 H32.2.16 00100067372 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
かつみやあしだしょう
てん

合同会社かつみや芦田商店 札幌市白石区川北２２７６番地１５６ 011-873-6282 本社電話に同じ H24.8.7 H29.8.6 00100167441 プ,紙,木,繊,ゴ,金,残,陶,が

石狩 かとうほどうこうぎょう 加藤舗道工業㈱ 札幌市西区福井４６６番地２３ 011-661-2933 0126-24-0461 H27.4.25 H32.4.24 00100068997 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かとうみちはる 加藤 道春
札幌市厚別区青葉町１丁目１番４－１０１
号

011-892-3333 本社電話に同じ H27.3.12 H32.3.7 00100028473 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かなやま ㈱かなやま
札幌市白石区南郷通１２丁目北１番１５
号

011-865-6611 011-879-5930 H21.12.9 H26.12.8 00100152185 ア

石狩 かなやまあきひろ 金山　明弘 札幌市南区澄川３条２丁目５番３９号 011-812-4558 本社電話に同じ H24.5.26 H29.5.25 00100166228
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 かなやまけんせつ ㈱金山建設 札幌市東区東苗穂１０条２丁目７番６号 011-791-8253 本社電話に同じ H26.11.2 H31.11.1 00100063399 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
かねくらさとうしょうか
い

㈲カネクラ佐藤商会 石狩市花川南１条１丁目２３５番地 0133-74-5184 本社電話に同じ H23.5.24 H28.5.23 00100076543 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
かねけーきょうしんこ
うぎょう

カネケー興伸工業㈱ 札幌市東区北４６条東１８丁目３番１０号 011-787-7401 本社電話に同じ H22.6.12 H27.6.2 00100118769 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
かねちょうさっぽろか
いはつこうぎょう

曲長札幌開発工業㈱ 札幌市東区北１２条東１７丁目１番２３号 011-781-6488 本社電話に同じ H25.12.27 H30.12.26 00100108674 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 かねまるこうぎょう ㈱カネマル工業 札幌市白石区北郷２３８６番地７２ 011-873-5505 本社電話に同じ H23.10.28 H28.10.27 00100162387 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 かねまんしげん ㈲金満資源 札幌市東区中沼西１条１丁目５番７号 011-791-5976 本社電話に同じ H23.4.26 H28.4.11 00100038866
燃,汚,酸,ア,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が

石狩 かねもとゆうじ 金本 雄二 恵庭市栄恵町２２番地 0123-33-6021 本社電話に同じ H26.12.8 H31.12.7 00100065690 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かまだたけし 鎌田　勇志 札幌市厚別区厚別南４丁目１０番３４号 011-892-1266 本社電話に同じ H24.4.10 H29.4.9 00100165590 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かまたとくじ 鎌田 徳治 札幌市北区新琴似１条７丁目１０番１７号 011-762-1201 本社電話に同じ H23.12.18 H28.12.17 00100044682
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 かみしょうごだい ㈱紙商五代 石狩市新港南１丁目２２番１１号 0133-64-5050 本社電話に同じ H22.11.19 H27.11.18 00100156894 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かめまさけんせつ ㈱亀政建設 札幌市東区本町１条２丁目１番８号 011-785-5565 本社電話に同じ H27.4.12 H32.4.11 00100068783 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かやこうぎょう 嘉屋興業㈱ 恵庭市白樺町１丁目１８番５号 0123-33-5069 本社電話に同じ H25.8.5 H30.7.4 00110001172
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

有り

石狩 がれーじびーぐる ㈲ガレージビーグル 北広島市虹ヶ丘８丁目２番地４ 011-375-4451 本社電話に同じ H24.10.4 H29.10.3 00100168189 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かわいてるひさ 川井　照久 札幌市北区篠路４条３丁目５番２９号 011-771-9621 本社電話に同じ H23.5.12 H28.5.11 00100127084 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かわけんこうぎょう ㈱川建興業
札幌市西区発寒８条１４丁目５１６番地６
９

011-666-6762 本社電話に同じ H23.5.24 H28.5.23 00100039761 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

石狩 かわさきこうぎょう ㈲川崎工業 札幌市西区西野３条５丁目５番５号 011-667-9885 本社電話に同じ H22.5.26 H27.5.25 00100154343 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 かわぞえどぼく ㈱川沿土木 札幌市南区川沿１２条１丁目３番３２号 011-571-8848 本社電話に同じ H23.6.20 H28.6.19 00100040382 プ,木,が

石狩 かわつひろし 河津 浩 札幌市南区藤野４条１０丁目１番１０号 011-593-3911 本社電話に同じ H27.5.29 H32.5.30 00100118448 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 優
かんきょうかいはつこ
うぎょう

環境開発工業㈱ 北広島市北の里４１番地２７ 011-373-2728 本社電話に同じ H26.6.29 H33.6.28 00110004747
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

石狩 かんきょうさーびす 環境サービス㈱ 北広島市大曲南ヶ丘４丁目４番１号 011-370-7325 本社電話に同じ H26.4.28 H31.4.27 00100110740
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,体

石狩 かんきょうさーびす ㈱環境サービス 石狩市新港南１丁目２８番３９号 0133-60-2340 本社電話に同じ H25.1.12 H29.12.18 00100139653
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩 🏠 かんきょうのたいせつ ㈱環境のタイセツ 札幌市西区発寒１６条１３丁目３番３０号 011-615-2811 本社電話に同じ H23.6.2 H28.6.1 00100158032 プ,金,陶

石狩
かんきょうほぜんのう
りん

㈱環境保全農林 札幌市北区北２３条西１４丁目５番地５号 011-299-8375 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00100182599 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かんけん ㈱管研
札幌市手稲区新発寒７条１丁目１番２６
号

011-664-8881 本社電話に同じ H26.11.23 H31.11.22 00100009146 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 かんざいさーびす ㈱管財サービス 札幌市西区発寒５条４丁目５番１５号 011-666-3141 本社電話に同じ H24.10.6 H29.9.11 00100098495 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が
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石狩 きーあい ㈱キーアイ 江別市大麻高町１２番地３ 011-387-7771 本社電話に同じ H23.6.16 H28.6.15 00110160459 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩 きーぱーず キーパーズ㈲ 東京都大田区大森本町２丁目４番２２号 03-5767-5222 本社電話に同じ H27.3.12 H32.3.11 00100113834 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
きかいかいはつほくお
う

機械開発北旺㈱ 札幌市東区苗穂町１０丁目１番１５号 011-721-4321 本社電話に同じ H25.11.5 H30.10.28 00100029463 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きくちただお 菊地 理夫
札幌市東区北３７条東４丁目２番１０号サ
ントノーレ北３７条３０１号

011-721-5595 本社電話に同じ H24.1.12 H28.11.15 00100056700 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きくちとりょうてん ㈱菊池塗料店 石狩市花川南７条１丁目３番地２ 0133-73-0237 本社電話に同じ H24.3.20 H29.2.20 00110132791 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 きこーこうぎょう ㈱キコー興業 札幌市白石区米里１条２丁目１０番２５号 011-874-8646 本社電話に同じ H22.9.21 H27.9.20 00100104441 油,プ,紙,木,ゴ,金,陶

石狩 きしもとさんぎょう 岸本産業㈱ 石狩市浜益区柏木８７番地 01337-9-3233 本社電話に同じ H24.7.17 H29.7.16 00100049493 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 きずな ㈱絆 札幌市北区篠路町拓北２０番地１６３ 011-775-3700 本社電話に同じ H26.3.13 H31.3.12 00100176392 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
きずなかんきょうえね
るぎー

キズナ環境エネルギー㈱ 札幌市清田区真栄５条５丁目２番１号 011-887-1186 本社電話に同じ H24.2.3 H29.2.2 00100164019 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 きたいちうんゆ 北一運輸㈱ 札幌市豊平区美園８条２丁目８番１４号 011-377-4931 本社電話に同じ H25.8.6 H30.7.28 00100006917 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
きたいちくどうさんぎょ
う

㈲北一工藤産業 札幌市清田区北野５条４丁目８番１９号 011-881-0602 本社電話に同じ H23.6.28 H28.6.27 00100128613 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
きたがすふれあすと
みなみ

北ガスフレアスト南㈱ 札幌市中央区南１５条西９丁目１番２号 011-533-2010 011-832-2133 H22.11.30 H27.11.16 00100122693 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 きたこうぎょう ㈱北工業 札幌市北区拓北６条３丁目２番１号 011-771-8154 本社電話に同じ H26.12.17 H31.12.1 00100114413 燃,汚,プ,木,金,陶,が

石狩 🏠
きたさっぽろこがたう
んそうしゃ

㈲北札幌小型運送社 札幌市東区北３９条東１８丁目２番１号 011-782-0557 本社電話に同じ H25.6.3 H30.6.1 00110003702 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 きたにほんあくてぃぶ ㈲北日本アクティブ 札幌市白石区米里１条３丁目２番２５号 011-875-8852 本社電話に同じ H26.4.18 H31.4.17 00100176859 酸,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩
きたにほんぎけんこう
ぎょう

北日本技研工業㈱ 石狩市厚田区望来４８４ 0133-77-2110 本社電話に同じ H22.8.31 H27.8.30 00100156283 油,プ,紙,木,金

石狩
きたにほんこみに
てぃー

北日本コミニティー㈱ 札幌市白石区北郷４条３丁目２番２８号 011-879-8551 本社電話に同じ H23.12.8 H28.12.7 00100163491 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
きたにほんざいきょう
こんさるたんと

㈱北日本財経コンサルタント
札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１４番２
２号

011-853-3703 本社電話に同じ H25.11.18 H30.11.17 00100057160 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きたにほんそうぎょう 北日本総業㈱ 札幌市北区北３５条西８丁目１番１１号 011-757-2811 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100001871 プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 きたのだいち ㈱北の大地 石狩郡当別町対雁２３番１０号 070-6607-7008 本社電話に同じ H25.6.12 H30.6.11 00100172312 プ,紙,木,繊,コ゜,金,陶,が

石狩 🏠 きたひろかいはつ ㈱キタヒロ開発 北広島市共栄５０５番地５５ 011-373-9162 本社電話に同じ H22.12.25 H27.12.24 00100035071 燃,汚,油,プ,紙,木,残,ゴ,陶,が

収集運搬業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/02/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%8C%97%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E9%81%8B%E9%80%81%E7%A4%BE/
http://san-pai.jp/2016/03/02/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%83%92%E3%83%AD%E9%96%8B%E7%99%BA/


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

石狩 きのうちけんぱん ㈱木内建販 千歳市自由ヶ丘４丁目６番１２号 0123-24-6171 本社電話に同じ H24.7.25 H28.8.1 00100041788 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 きのしたこうぎょう ㈱木下工業 札幌市白石区川下５条２丁目５番１９号 011-875-3007 本社電話に同じ H26.12.2 H31.12.1 00100180509 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 きのしたひでゆき 木下英幸
札幌市北区北３６条西７丁目２番１－１０
８号

011-299-6659 011-299-5767 H26.7.19 H31.7.18 00100178609 プ,紙,木,繊,ゴ,金

石狩 きむらこうぎょう ㈱キムラ工業 札幌市東区北２０条東６丁目１番１０号 011-790-7363 本社電話に同じ H25.12.5 H30.12.4 00100174956 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 きむらこうじ 木村 孝司 石狩郡当別町川下５３９４番地 01332-6-3351 本社電話に同じ H25.12.3 H30.12.2 00100107860 プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 きゃりー キャリー㈱ 札幌市北区新川３条１９丁目１番７号 011-765-4120 本社電話に同じ H27.3.27 H32.3.26 00100067964 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きゃりーとらすと ㈱キャリートラスト 札幌市東区北丘珠５条３丁目１番３号 011-788-9513 本社電話に同じ H27.3.14 H28.11.14 00100163072
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩 きゅうの 及能㈱ 函館市豊川町２２番１８号 0138-22-0740 本社電話に同じ H22.1.27 H27.1.26 00100152916 プ

石狩 きょうえい ㈱協栄 札幌市東区伏古７条２丁目４番１３号 011-783-8366 本社電話に同じ H26.4.28 H31.4.27 00100110590 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 きょうえいうんそう 共栄運送㈱ 札幌市東区北３４条東２７丁目１番１５号 011-784-6817 本社電話に同じ H25.12.27 H30.12.26 00100012920 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 きょうえいけんせつ ㈲協栄建設 札幌市白石区南郷通１０丁目北１番８号 011-865-1704 本社電話に同じ H25.4.11 H30.4.10 00100060503 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きょうえいけんせつ ㈱共栄建設 札幌市中央区南１０条西１丁目４１７番地 011-552-2172 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00100182533 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きょうえいさんぎょう ㈱共栄産業 江別市東野幌町１３番地１ 011-383-8091 本社電話に同じ H26.10.20 H31.10.19 00100021426 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 きょうえいさんぎょう 共栄産業㈲ 札幌市南区川沿１２条３丁目１番１号 011-578-7455 本社電話に同じ H24.10.30 H29.10.29 00100138989 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きょうえいしゃりょう ㈱協栄車輌 札幌市白石区北郷２４０５番地２５ 011-875-7977 本社電話に同じ H25.11.6 H30.11.1 00100052502 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩
きょうぎょうくみあいえ
くせるさんわ

協業組合エクセル三和 北広島市北の里４７１番地７ 011-372-2011 本社電話に同じ H27.5.28 H32.5.6 00110004503
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

有り

石狩
きょうぎょうくみあいか
んせい

協業組合カンセイ 千歳市流通１丁目３番地の６ 0123-23-1712 本社電話に同じ H24.3.16 H29.3.15 00100004452
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞

石狩
きょうぎょうくみあいこ
うせいきぎょう

協業組合公清企業 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地 011-221-8881 本社電話に同じ H23.12.27 H28.12.26 00100004748
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 きょうごく ㈲キョウゴク 札幌市東区北３９条東１５丁目１番６号 011-788-3943 本社電話に同じ H24.12.13 H29.9.18 00100137974 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きょうしょうじゅうりょう ㈱共翔重量 札幌市北区新川４条２０丁目１番４８号 011-887-8690 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100136575 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きょうせいわーく ㈲協成ワーク 千歳市桂木３丁目９番８号 0123-27-7244 本社電話に同じ H24.4.25 H29.4.16 00100046769
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

収集運搬業（20150331）
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石狩 きょうそうぎけん 共創技建㈱ 札幌市清田区清田１条１丁目９番１２号 011-886-6919 本社電話に同じ H24.8.30 H29.8.29 00100137635 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きょうつううんそう 共通運送㈱
札幌市白石区平和通１１丁目北６番１９
号

011-862-8288 本社電話に同じ H24.4.27 H29.3.27 00110046158 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,残,糞,体 有り

石狩 きょうどうめでぃかる ㈲協同メディカル 札幌市中央区南２６条西８丁目２番１８号 011-531-1426 本社電話に同じ H26.12.17 H31.12.16 00100003897 汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

石狩 きょうゆううんそう 共友運送㈲ 札幌市東区北４３条東８丁目３番１６号 011-751-5473 本社電話に同じ H25.11.5 H30.11.4 00100014348 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
きょうゆうけんせつこ
うぎょう

協友建設工業㈱ 札幌市東区北２２条東１５丁目３番１号 011-712-0308 本社電話に同じ H23.10.28 H28.10.27 00100020172 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 きょうりんけんせつ 杏林建設㈱
札幌市清田区清田２条１丁目１４番１４号
清田山田ビル

011-885-2131 本社電話に同じ H24.4.6 H29.4.5 00100084148 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
きょうわかんきょう
さーびす

㈱協和環境サービス
札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４
１

011-891-1101 本社電話に同じ H27.6.12 H32.6.11 00100068713 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩 きょうわこうぎょう ㈱共和興業 札幌市白石区川下７４０番地 011-872-7388 本社電話に同じ H23.9.2 H28.9.1 00100129862 プ,紙,木,金,陶,が

石狩
きょうわさかもとでん
きこうじ

㈱共和坂本電気工事
札幌市豊平区月寒西４条１０丁目５番１８
号

011-856-5026 本社電話に同じ H25.10.4 H30.10.3 00100145051 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 きょうわほどう 共和舗道㈱ 札幌市東区伏古１４条３丁目４番１０号 011-784-2961 本社電話に同じ H25.7.4 H30.7.1 00100104831 金,陶,が

石狩 きょくとううんゆ 極東運輸㈱
札幌市白石区流通センター５丁目３番６
号

011-864-5890 本社電話に同じ H24.3.24 H29.3.12 00100015954 燃,汚,油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が,ば,⑬

石狩
きょくとうさーびすえん
じにありんぐほっかい
どう

極東サービスエンジニアリン
グ北海道㈱

札幌市中央区北３条東１２丁目９９番地６ 011-251-5380 011-791-7030 H27.1.14 H32.1.13 00100066879 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠 きんぐうんそう キング運送㈱
札幌市東区北１９条東６丁目３６５番地の
７４５

011-781-4101 本社電話に同じ H23.9.1 H28.8.12 00100020574
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 きんてつしょうじ ㈱金鉄商事 札幌市北区新川西１条１丁目５番２５号 011-765-5888 本社電話に同じ H24.2.24 H29.2.23 00100164775 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くうそうしゃ ㈲空創社 札幌市東区中沼西４条１丁目３番１６号 011-791-9155 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.28 00100150228 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くえすと ㈱クエスト 石狩郡当別町栄町４４番地１０６ 0133-22-1980 本社電話に同じ H25.10.29 H30.10.28 00100174542
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

石狩 くきつそうぎょう ㈱茎津綜業 千歳市上長都１０３９番地２４ 0123-23-9171 本社電話に同じ H22.6.1 H27.5.8 00100024521 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くさのこうぎょう ㈲草野工業 札幌市手稲区曙４条３丁目１５番１０号 011-682-0269 本社電話に同じ H27.5.8 H32.5.7 00100183106 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くしまけんせつ ㈲九島建設 札幌市白石区川北１条３丁目５番１１号 011-872-8512 本社電話に同じ H26.8.8 H31.7.8 00100149364 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くたにだこうぎょう ㈲九谷田興業 恵庭市西島松４５０番地４ 0123-33-3350 本社電話に同じ H22.7.21 H27.7.3 00100070642 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ぐっどまん ㈱グッドマン 札幌市中央区南１９条西５丁目２番１号 0133-72-8800 本社電話に同じ H25.4.2 H30.4.1 00100171411 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 くどうかずとし 工藤　和利
札幌市豊平区月寒東５条１１丁目８番１８
－４０１号

011-854-2171 本社電話に同じ H26.3.21 H31.3.20 00100147628 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くどうでんせつ ㈱工藤電設 札幌市清田区清田６条２丁目２２番１号 011-802-5297 本社電話に同じ H26.9.26 H31.9.25 00100179405 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

石狩 🏠 くどうよしみ 工藤　好美 札幌市東区東雁来１２条２丁目２番１号 011-214-9737 本社電話に同じ H26.8.13 H31.8.12 00100178821 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くどく ㈱功徳 北広島市希望ヶ丘５丁目６番地１８ 011-377-8282 本社電話に同じ H26.4.29 H31.4.28 00100177260 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 くによし ㈲ＫＵＮＩＹＯＳＨＩ 札幌市北区拓北１条４丁目６番１１号 011-771-9792 本社電話に同じ H23.3.17 H28.3.16 00100126256 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 くぼ ㈱久保 江別市東野幌４８７番地の１２ 011-382-5771 本社電話に同じ H22.6.4 H27.6.3 00100154665 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩 くぼ　たくのり 久保　拓徳
石狩市花川南１０条１丁目５３番地パル
テールマンション２０３号

090-2022-2666 本社電話に同じ H26.5.21 H31.5.20 00100177602
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

石狩 くぼけんざい ㈲久保建材 恵庭市島松東町４丁目１０番１２号 0123-36-7198 本社電話に同じ H26.6.24 H31.5.31 00100111291 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 くまがやせいそうしゃ ㈱熊谷清掃社 埼玉県熊谷市上之３２３２番地 048-521-3178 本社電話に同じ H26.3.25 H31.3.24 00100039432 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

石狩 くまだうんそう ㈲熊田運送 大阪市鶴見区諸口１丁目３番５９号 06-6965-0346 本社電話に同じ H27.5.9 H32.5.8 00100140115 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ぐりーんあくてぃう゛ ㈱グリーン・アクティヴ 札幌市北区北１４条西３丁目１番１５号 011-790-7284 本社電話に同じ H26.6.9 H30.10.17 00110174371
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

石狩 くりーんあっぷ ㈱クリーンアップ 札幌市中央区南３条西１３丁目３２０番地 011-271-5352 本社電話に同じ H26.2.25 H31.2.24 00100014361 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 ぐりーんえむず ㈱グリーンエムズ 札幌市白石区北郷４条９丁目２番５０号 011-827-9366 本社電話に同じ H23.3.19 H28.3.18 00100159028 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くりーんかいはつ ㈱クリーン開発 千歳市流通１丁目４番７号 0123-24-7787 本社電話に同じ H27.4.18 H32.4.17 00110005754
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

有り

石狩 くりーんかわむら ㈲クリーンカワムラ 札幌市清田区真栄２条１丁目１１番２７号 011-881-2125 本社電話に同じ H23.9.27 H28.9.26 00100080050 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くりーんさーびす ㈱クリーンサービス 札幌市豊平区平岸３条７丁目１３番１８号 011-831-0240 本社電話に同じ H24.12.27 H29.12.26 00100169514 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
くりーんさぽーといし
い

㈲クリーンサポートイシイ
札幌市白石区菊水元町１条１丁目４番１
号

011-872-9638 本社電話に同じ H25.10.2 H30.10.1 00100106114 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くりーんさんぎょう クリーン産業㈱ 恵庭市駒場町６丁目２番１５号 0123-34-1259 本社電話に同じ H26.4.24 H31.1.31 00110014027 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 くりーんしふと ㈲クリーンシフト 北広島市白樺町２丁目６番地３ 011-376-7900 本社電話に同じ H23.3.26 H28.3.13 00100125616 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ぐりーんたなか ㈱グリーン田中 札幌市手稲区手稲前田５７４番地３ 011-683-2333 H24.10.26 H29.10.25 00100143216 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くりーんちぇっく ㈱クリーンチェック 札幌市西区発寒１４条２丁目８番９号 011-665-3277 本社電話に同じ H27.3.25 H32.3.9 00100067643 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 ぐりーんぷらんなー ㈱グリーンプランナー 札幌市厚別区上野幌１条５丁目１番８号 011-802-3266 本社電話に同じ H25.9.9 H30.9.5 00100144702 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 くりーんめいく ㈲クリーンメイク
札幌市東区北丘珠３条３丁目６６０番地１
５４

011-789-5155 本社電話に同じ H26.8.19 H31.8.18 00100150550
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 ぐりーんめいくはらだ ㈱グリーンメイク・ハラダ 札幌市東区東雁来７条２丁目１２番１２号 011-783-4500 本社電話に同じ H24.8.7 H29.8.6 00100167440 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くりーんめっせ ㈱クリーンメッセ 札幌市清田区北野２条２丁目１番８号 011-883-5484 本社電話に同じ H24.8.10 H29.7.24 00100118417 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 くりーんわーく ㈱クリーンワーク 札幌市西区発寒１５条４丁目５番４号 011-788-7673 本社電話に同じ H26.5.29 H31.5.15 00100148742 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くりえいとじゃぱん ㈱クリエイトジャパン
三重県三重郡菰野町大字田口新田４９５
番地

059-399-3131 本社電話に同じ H24.4.14 H29.3.16 00100083239 プ,金,陶,が

石狩 くりえいとやまもと ㈲クリエイト山本 札幌市北区新琴似８条１３丁目２番２６号 011-763-5548 本社電話に同じ H24.4.25 H29.4.24 00100165753 プ,紙,木,金,陶

石狩 くりたす ㈱クリタス 東京都豊島区南池袋１丁目１１番２２号 03-3590-0301 本社電話に同じ H25.3.17 H30.3.16 00100052169 燃,汚,ば

石狩 くりはらしざい 栗原紙材㈱ 東京都荒川区東日暮里１丁目２７番９号 03-3806-1751 011-785-1110 H25.1.22 H30.1.21 00100045741 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くりやまぐみ ㈱栗山組 札幌市東区北３８条東２０丁目３番２０号 011-783-3429 本社電話に同じ H24.8.21 H29.8.20 00100167672 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 くれーる ㈱クレール 札幌市豊平区西岡５１５番地１５ 011-206-1909 本社電話に同じ H23.7.21 H28.7.20 00100075767 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 くれすと ㈱クレスト 札幌市中央区北１条東１２丁目２２番地 011-214-9172 本社電話に同じ H25.12.10 H30.12.9 00100174957
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,陶,鉱,
が,ば

石狩 ぐろうす ㈱グロウス
札幌市手稲区西宮の沢４条３丁目１番２
０号

011-688-1108 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.16 00100175407 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 ぐろーす ㈱グロース
札幌市東区北３６条東７丁目２番２３－８
０２号

011-712-3333 本社電話に同じ H25.7.4 H30.7.3 00110172480 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 ぐろーばるゆそう ㈲グローバル輸送 札幌市清田区平岡４条６丁目１２番５号 011-875-9807 本社電話に同じ H26.11.30 H31.11.29 00100114932 油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

石狩 けいあーるでぃ ㈱ケイ・アール・ディ 石狩市花川南３条４丁目２７６番地 0133-72-8800 本社電話に同じ H24.3.13 H29.3.12 00100164955
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

石狩 けいあい ㈱ケイアイ 札幌市厚別区厚別南２丁目１０番２６号 011-894-4136 本社電話に同じ H25.9.11 H30.9.5 00100106354 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 けいえすさーびす ケイエスサービス㈱ 札幌市白石区川下６４１番８３ 011-872-6822 本社電話に同じ H24.8.3 H29.8.2 00100167670 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

石狩 けいず ㈱ケイズ 札幌市南区常盤３条２丁目１０番３号 011-780-5656 本社電話に同じ H24.2.3 H29.1.18 00100132961 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 けーあーるえす ＫＲＳ㈱ 札幌市東区北３８条東２１丁目１番７号 011-786-3606 本社電話に同じ H26.5.27 H31.4.28 00100148421 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 けーえすしんえい ㈱ケーエス新栄 札幌市東区北丘珠４条２丁目１１番８号 011-783-0230 本社電話に同じ H26.10.21 H31.10.19 00100151227 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 けーえぬぴー ㈱ＫＮＰ 札幌市東区北３６条東２６丁目２番１８号 011-785-1705 本社電話に同じ H25.1.17 H30.1.16 00100081666 プ,金

石狩 けんうん ㈱ケンウン
札幌市厚別区厚別町山本１０６３番地４１
８

011-892-1516 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100136103 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 けんしょうこうぎょう ㈲建商興業 札幌市豊平区平岸１条１７丁目１番３８号 011-823-0506 本社電話に同じ H22.9.22 H27.9.21 00100121809 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 けんたこうぎょう ㈲ケンタ工業 札幌市北区篠路町拓北３１番地３９５ 011-774-5011 本社電話に同じ H22.8.1 H27.7.31 00100119605 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 けんてっく ㈲ケンテック 札幌市北区新川西３条５丁目１３番３１号 011-765-0258 本社電話に同じ H25.6.12 H30.6.11 00100104065 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こあっく ㈱コアック 札幌市東区北３４条東１９丁目３番２号 011-780-5007 本社電話に同じ H27.2.13 H32.2.12 00100181956 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こいしかわこうぎょう ㈲小石川工業 札幌市白石区東米里２１９５番地 011-876-3581 本社電話に同じ H24.12.28 H29.12.27 00100138399 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
こうあけんせつこう
ぎょう

酒井　謙一郎 札幌市西区西野３条４丁目１０番１１号 011-215-8073 本社電話に同じ H24.10.16 H29.10.15 00100168531 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こうあこうぎょう 晃亜興業㈱
札幌市清田区美しが丘２条４丁目１８番３
号

011-883-5211 本社電話に同じ H26.7.7 H31.7.6 00100009152 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 こうえいけんせつ 孝栄建設㈱ 札幌市白石区北郷５条１０丁目７番１８号 011-875-2827 本社電話に同じ H25.10.24 H30.10.8 00100145159 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こうえいしょうじ 興栄商事㈱ 神奈川県横浜市都筑区川和町１０３番地 045-785-1133 本社電話に同じ H25.11.13 H30.11.12 00100041190 プ,木,金,陶,が

石狩 こうえいでんせつ ㈱弘栄電設 札幌市東区北４８条東２丁目１番２６号 011-752-9039 本社電話に同じ H25.3.20 H30.3.19 00100171136 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
こうえいとらんすぽー
と

公栄トランスポート㈱
札幌市北区あいの里３条８丁目７番１１
号

011-770-5956 本社電話に同じ H26.10.31 H31.10.23 00100151486 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こうけんさんぎょう ㈲工建産業 札幌市北区拓北５条２丁目３番７号 011-773-0442 本社電話に同じ H23.6.2 H28.5.17 00100127487 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こうしゅうさーびす ㈱コウシュウサービス 札幌市北区拓北３条３丁目１番８号 011-774-8781 本社電話に同じ H27.7.24 H32.7.23 00100184293 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ごうしん ㈱剛伸 札幌市南区真駒内１３８番地１４４ 011-584-5454 本社電話に同じ H26.12.25 H31.12.24 00100181158 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こうしんこうぎょう ㈱広信工業 札幌市東区東苗穂８条１丁目７番１６号 011-783-0729 本社電話に同じ H26.7.18 H31.6.29 00100149492 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こうせいうんゆ 弘成運輸㈱ 札幌市白石区北郷２条４丁目６番３号 011-871-9151 本社電話に同じ H26.4.24 H31.4.6 00100110246 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 こうせいこうぎょう 厚西工業㈱ 札幌市白石区北郷２条６丁目９番８号 011-873-8281 本社電話に同じ H23.8.18 H28.7.30 00100041642 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こうせんしょうじ ㈱広宣商事
札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１７３
番地４

011-665-5155 本社電話に同じ H24.8.2 H29.7.17 00100048934 酸,ア,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 こうでん ㈱興電 札幌市清田区平岡５条３丁目７番１２号 011-377-7670 011-883-4534 H23.3.14 H28.3.13 00100126197 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 こうどう ㈲コウドウ 北広島市希望ヶ丘５丁目７番地１５ 011-377-6350 011-375-0581 H22.6.30 H27.6.29 00100119550 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こうとううんゆ ㈲幌東運輸
札幌市白石区南郷通１５丁目北９番１１
号

011-865-9200 本社電話に同じ H24.3.13 H29.3.5 00100082931 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こうなんうんゆ ㈲幌南運輸 札幌市北区篠路町拓北３番８２号 011-771-6611 本社電話に同じ H26.2.6 H31.2.5 00100015321 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 こうにちぼうえき ㈱紅日貿易 札幌市白石区東米里２０５３番地３７ 011-876-5236 本社電話に同じ H22.6.15 H27.6.14 00100118965 プ,紙,木,金

石狩 こうのいけうんゆ 鴻池運輸㈱
大阪府大阪市中央区備後町２丁目６番８
号

06-6271-4600 0133-73-8661 H25.4.29 H30.4.28 00100006258 汚,油,酸,ア,プ,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 こうようどけん 幸洋土建㈱ 札幌市北区拓北５条３丁目１２番１０号 011-774-2430 本社電話に同じ H25.2.19 H30.2.18 00100170692 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
こうりょうたかはしどぼ
く

㈱高菱高橋土木 札幌市東区北５１条東３丁目８番３５号 011-752-5952 本社電話に同じ H23.4.18 H28.4.17 00100075765 紙,木,繊,プ,金,陶,が

石狩 こうわうんゆそうこ 弘和運輸倉庫㈲ 札幌市北区篠路町上篠路１０５番地 011-772-1047 本社電話に同じ H23.7.14 H28.7.13 00100078069 汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が

石狩 こうわこうぎょう ㈲光和工業 札幌市豊平区西岡４条９丁目７番２６号 011-841-0091 本社電話に同じ H23.8.25 H28.8.6 00100078800 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こーけん ㈱コーケン 札幌市東区本町１条６丁目６番６号 011-786-5592 本社電話に同じ H26.3.20 H31.3.17 00100147609 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 ごーどー ㈱ゴードー
東京都中央区日本橋本石町４丁目６番７
号

03-3241-0750 011-372-3321 H26.7.11 H31.7.2 00100007523 汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

石狩 こおよー ㈱コオヨー 札幌市東区本町１条９丁目１番３６号 011-787-5588 本社電話に同じ H23.12.21 H28.12.20 00100134899 燃,金

石狩 こかじぐみ ㈱小鍛冶組 札幌市中央区南６条西８丁目５番地 011-511-5588 本社電話に同じ H24.9.22 H29.9.21 00100013928 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こくさいぞうえんどぼく ㈱国際造園土木 石狩市花川南６条１丁目１０２番地 0133-72-5109 本社電話に同じ H27.3.21 H32.3.20 00100182291 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こくさく ㈱コクサク
札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１番８９
号

011-851-2111 本社電話に同じ H27.3.27 H32.3.26 00100153888 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こくぶしょうかい ㈱国分商会 埼玉県熊谷市大字万吉２６４３番地の１ 0485-36-1564 本社電話に同じ H25.8.7 H30.7.27 00110002209 プ,ゴ,金 有り

石狩 ごせいけんせつ 五省建設㈱ 札幌市白石区米里２条３丁目３番８号 011-873-6186 本社電話に同じ H23.8.25 H28.8.24 00100161752 汚,プ,が

石狩 こだまこうけん ㈱児玉興建 札幌市南区藤野２条９丁目１５番１１号 011-592-9767 本社電話に同じ H23.10.5 H28.8.22 00100129623 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 こだまてっく ㈱コダマテック 札幌市北区屯田７条３丁目６番５号 011-773-4911 本社電話に同じ H25.2.6 H30.2.5 00100170521 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こづかぐみ ㈱小塚組 札幌市白石区本通１６丁目南４番５８号 011-861-7675 本社電話に同じ H22.6.17 H27.6.16 00100070138 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ごとうしげる 後藤 繁
札幌市手稲区新発寒５条６丁目１４番１
号

011-681-7657 本社電話に同じ H26.5.25 H31.5.24 00100061151
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば
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石狩 ごとうみのる 後藤 實 千歳市駒里９４６番地の２３ 0123-24-2653 本社電話に同じ H21.10.31 H26.10.30 00100151767 プ,木,金,陶

石狩 ことにじゃりこうぎょう 琴似砂利工業㈱ 札幌市西区西町北９丁目４番８号 011-661-6603 本社電話に同じ H24.10.3 H29.10.2 00100050286 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ことぶきぞうえん ㈱寿造園 札幌市手稲区前田４条４丁目１番１号 011-681-2157 本社電話に同じ H24.7.11 H29.7.10 00100136506 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こにしこうぎょう ㈲小西工業 札幌市北区新琴似３条３丁目１番１７号 011-764-8878 本社電話に同じ H26.11.15 H31.11.14 00100150141 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こはしほくほう 小橋北豊㈱ 札幌市南区川沿１８条１丁目３番地 011-572-3250 本社電話に同じ H23.4.8 H28.4.7 00100040231 汚,プ,木,陶,が

石狩 こばやしたもつ 小林 有 札幌市南区藤野１条６丁目１３番１１号 011-592-5707 本社電話に同じ H22.9.1 H27.8.31 00100156024 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
こばやしらぢえたー
しょうかい

㈲小林ラヂエター商会 福島県郡山市安積１丁目１５８番地の２ 024-937-3618 本社電話に同じ H26.1.15 H30.12.26 00100045271
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば

石狩 🏠 こまさとさるべーじ ㈲駒里サルベージ 千歳市駒里９４６番地の２３ 0123-26-1619 本社電話に同じ H23.8.5 H28.7.22 00100041269 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 こみなとさんぎょう ㈱小湊産業 札幌市手稲区手稲前田５７３番７８ 011-695-5370 本社電話に同じ H24.1.27 H29.1.16 00100044439 汚,プ,木,金,陶,が

石狩
ころなせんとらるさー
びす

コロナセントラルサービス㈱ 札幌市白石区米里３条２丁目６番２５号 011-879-2121 本社電話に同じ H25.4.17 H30.4.16 00100171592 プ,ゴ,金,陶

石狩
こんくりーとかってぃ
んぐ

㈲コンクリートカッティング 札幌市東区中沼西４条１丁目４－５ 011-791-1012 本社電話に同じ H24.4.13 H29.3.20 00100083474 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こんくりーとこーりんぐ コンクリート・コーリング㈱ 札幌市東区丘珠町５７３番地４ 011-792-3131 本社電話に同じ H22.10.13 H27.10.12 00100156811 汚,陶,が

石狩 こんぞうえん ㈱今造園 札幌市手稲区新発寒４条３丁目１番６号 011-683-8435 本社電話に同じ H22.4.29 H27.4.28 00100069002 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 こんどうしゃりょう ㈲近藤車輛 札幌市北区新川西４条３丁目１番１号 011-765-4660 本社電話に同じ H23.9.1 H28.8.26 00100042290 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 こんどうじゅうき 近藤重機㈱ 札幌市西区平和１条６丁目８番１号 011-661-8476 本社電話に同じ H25.3.19 H30.3.18 00100011041 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 こんの ㈱こんの 福島県福島市陣場町２番２０号 024-524-2345 011-784-6130 H26.9.19 H31.8.28 00100025366 プ,紙,木,金,陶

石狩 こんのこうぎょう ㈱今野工業 札幌市東区中沼町２０番１５３ 011-791-6890 本社電話に同じ H25.6.11 H30.6.10 00100172310 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さーびすうんゆ サービス運輸㈱ 札幌市東区中沼西１条１丁目７番１号 011-373-8713 本社電話に同じ H27.6.12 H32.6.11 00100183469 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 さーもらいん サーモライン㈱
札幌市白石区流通センター３丁目１番４
号

011-886-2111 本社電話に同じ H24.4.17 H29.3.27 00100083797 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さいとうやすあき 齊藤 康晃
札幌市東区東雁来１４条２丁目２番７－２
０３号

011-792-9194 本社電話に同じ H25.8.21 H30.8.20 00100173461
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 さうんどいんかず ㈲サウンドインカズ
札幌市白石区栄通１４丁目２番１２－５０
６号

011-855-4105 本社電話に同じ H25.11.8 H30.11.7 00100174545 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

収集運搬業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/02/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%A7%92%E9%87%8C%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8/
http://san-pai.jp/2016/03/04/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%BF%91%E8%97%A4%E8%BB%8A%E8%BC%8C/
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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

石狩 さかいくみ ㈱酒井組 石狩市八幡２丁目１３２番地５ 0133-66-3130 本社電話に同じ H23.8.23 H28.8.22 00100129911 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さかいけんせつ 坂井建設㈱ 札幌市東区中沼町１１３番９１２ 011-791-6407 本社電話に同じ H27.4.5 H32.4.4 00100116991 汚,プ,木,金,が

石狩 さかえうんそう ㈲栄運送 札幌市東区北１７条東１８丁目１－１９ 011-781-5581 本社電話に同じ H23.2.23 H28.2.6 00100073343 汚,油,ア,プ,金

石狩 さかえかいはつ サカエ開発㈱ 札幌市清田区清田７条３丁目１１番１５号 011-883-8153 本社電話に同じ H27.6.19 H32.6.18 00100154786 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さかえけんせつ ㈱栄建設 札幌市西区発寒１１条１１丁目４番２３号 011-669-3309 本社電話に同じ H22.12.2 H27.12.1 00100123461 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さかぐちさんぎょう ㈲坂口産業 札幌市東区東雁来７条１丁目３番１号 011-781-1381 本社電話に同じ H25.3.7 H30.2.25 00100052462 プ,木,金,陶,が

石狩 さがけんしょう ㈱佐賀建商 江別市美原１２１１番地２ 011-383-7743 本社電話に同じ H24.12.11 H29.11.26 00100100344 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

石狩 さかもとこうぎょう ㈲坂元工業 札幌市北区新琴似３条１２丁目４番２１号 011-762-9810 本社電話に同じ H26.3.11 H31.3.10 00100108266 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さかもとゆそうさーび
す

㈱坂本輸送サービス 札幌市北区屯田３条６丁目３番１４号 011-771-4517 本社電話に同じ H22.6.14 H27.6.13 00100118902 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さかりょくかこうぎょう ㈱坂緑化工業 札幌市豊平区西岡５条１４丁目９番２７号 011-582-5172 本社電話に同じ H23.6.7 H28.6.6 00100160460 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さきょうこうぎょう ㈱左京興業
札幌市中央区南１０条西１３丁目１番２５
号

011-562-2369 本社電話に同じ H24.1.11 H29.1.10 00100163748 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さくしーどこーぽれー
しょん

㈲サクシードコーポレーション 札幌市手稲区曙６条２丁目１１番６号 011-682-3604 本社電話に同じ H27.3.3 H32.3.2 00100153522 プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 さくまうんゆそうこ ㈱サクマ運輸倉庫 札幌市白石区中央２条２丁目１番１２号 011-812-5311 本社電話に同じ H26.7.26 H31.7.8 00100149703 酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が,

石狩 さくらいこうぎょう ㈱桜井工業 江別市あけぼの町１４番地の１１ 011-383-3320 本社電話に同じ H26.4.15 H31.4.14 00100110566 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さくらうんゆ ㈲サクラ運輸
札幌市厚別区大谷地東2丁目５-2０グ
レースヴィラ2０3

011-896-1160 本社電話に同じ H23.4.9 H28.3.22 00100075488 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さくらこうぎょう 桜興業㈱ 札幌市手稲区新発寒６条６丁目５番６号 011-590-1988 本社電話に同じ H24.6.5 H29.6.4 00100166510 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,ば

石狩 さくらさこやすひろ 櫻迫 康博 札幌市白石区川北４条３丁目３番１５号 011-872-8671 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.21 00100144301 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さくらすまいるこーぽ
れーしょん

㈱さくらスマイルコーポレー
ション

札幌市中央区北１０条西１７丁目３６番１
３号

011-633-3090 本社電話に同じ H22.12.28 H27.12.27 00100157803
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 さついち ㈱サツイチ 札幌市北区新川７条１６丁目７０８番地３ 011-766-3353 本社電話に同じ H24.8.16 H29.7.24 00100013203 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さつえーこうき サツエー工機㈱ 札幌市白石区南郷通２１丁目南１番１号 011-861-5196 本社電話に同じ H22.8.29 H27.8.28 00100032802 プ,木,金,陶,が

石狩 さっしんうんゆ ㈲札新運輸 札幌市北区北３８条西５丁目１番１６号 011-756-2393 011-786-3240 H27.3.18 H32.3.17 00100063965 プ,紙,木,繊,金,陶,が

収集運搬業（20150331）
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石狩
さっしんじどうしゃがく
えん

㈲札真自動車学園 札幌市手稲区曙４条３丁目８番２３号 011-694-5111 本社電話に同じ H25.6.29 H30.6.28 00110171856 プ,金 有り

石狩
さっしんじゅうきこう
ぎょう

札真重機工業㈱ 札幌市北区百合が原２丁目８番８号 011-731-5213 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100016391 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さつせい ㈱札清 札幌市東区丘珠町３１６番地１ 011-782-5300 本社電話に同じ H24.9.18 H29.9.17 00100030841
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

石狩
さっそんじどうしゃうん
ゆ

札樽自動車運輸㈱ 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地 011-231-5511 本社電話に同じ H25.4.26 H30.4.25 00110141771 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

石狩
さっつうじどうしゃこう
ぎょう

札通自動車工業㈱ 札幌市白石区中央１条３丁目４番８合 011-821-2002 本社電話に同じ H23.11.29 H28.11.28 00100162806
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩
さつつうろじすてぃっく
す

札通ロジスティックス㈱
札幌市白石区流通センター５丁目６番１５
号

011-863-2080 本社電話に同じ H26.7.3 H31.7.2 00100111867
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 さっぽろあさのうんゆ 札幌アサノ運輸㈱ 札幌市白石区中央２条７丁目１番地 011-721-3121 本社電話に同じ H27.3.17 H32.3.16 00100068322 燃,陶,ば

石狩 さっぽろあてな ㈱札幌アテナ 石狩市花川南２条４丁目１１８番地 0133-73-8705 本社電話に同じ H23.8.19 H28.8.18 00100161508 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

石狩 さっぽろあぽろせきゆ 札幌アポロ石油㈱ 札幌市中央区南５条西１０丁目１０１５ 011-532-1111 本社電話に同じ H25.8.29 H30.8.28 00100055371 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さっぽろうんゆ 札幌運輸㈱ 札幌市豊平区西岡５３４番地８ 011-583-1131 本社電話に同じ H25.10.10 H30.9.27 00100008970 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さっぽろえんげいせん
たー

㈱札幌園芸センター 札幌市白石区中央２条３丁目４番１２号 011-812-2459 本社電話に同じ H25.11.1 H30.10.31 00100174544 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さっぽろおーえすぶつ
りゅう

札幌ＯＳ物流㈱
札幌市西区八軒１０条西１２丁目６番１５
号

011-644-7781 本社電話に同じ H26.3.20 H31.3.11 00100109412 酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さっぽろかいたいけん
せつ

㈱札幌解体建設 札幌市白石区本通２１丁目北２番２５号 011-865-6060 本社電話に同じ H22.11.6 H27.11.3 00100005810 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さっぽろかんきょうこう
ぎょう

㈱札幌環境興業 札幌市白石区北郷２３５１番地３ 011-872-7100 本社電話に同じ H23.3.31 H28.3.30 00100159288 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 さっぽろきくちきんぞく 札幌菊地金属㈱ 札幌市豊平区福住３条３丁目９番１号 011-852-2287 本社電話に同じ H24.10.30 H29.10.29 00100050789 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩
さっぽろきゅうこううん
そう

札幌急行運送㈱ 札幌市中央区北１０条西１９丁目２番地 011-621-3368 本社電話に同じ H22.11.6 H27.10.19 00100122542 プ,ゴ,金,陶

石狩
さっぽろぎゅうにゅうう
んゆ

札幌牛乳運輸㈱ 恵庭市戸磯７６番地７ 0123-33-8995 本社電話に同じ H26.12.5 H31.12.4 00100114780 汚,酸,ア

石狩
さっぽろけいりょうきゅ
うそう

札幌軽量急送㈱ 札幌市北区西茨戸１条１丁目６番７号 011-771-3322 本社電話に同じ H26.9.27 H31.9.10 00100113705 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さっぽろけんせつうん
そう

札幌建設運送㈱
札幌市白石区流通センター５丁目６番４３
号

011-863-3666 本社電話に同じ H26.6.2 H31.6.1 00100015661
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 さっぽろこうさん 札幌興産㈱ 札幌市東区伏古９条１丁目５番２６号 011-783-9162 本社電話に同じ H25.4.14 H30.4.13 00100053456 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さっぽろこうそくうんゆ 札幌高速運輸㈱ 札幌市白石区平和通１３丁目北２番１号 011-862-8601 本社電話に同じ H26.10.20 H31.10.19 00100016388 燃,プ,汚,紙,木,金,陶,が

収集運搬業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/04/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/
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石狩
さっぽろさいせいしげ
んじぎょうきょうどうく
みあい

札幌再生資源事業協同組合 札幌市北区新琴似町５７４番地１ 011-763-5100 本社電話に同じ H27.3.27 H32.3.26 00100005093
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩
さっぽろさんしんうん
ゆ

札幌三信運輸㈱
札幌市白石区東札幌６条１丁目２番３０
号

011-814-3434 本社電話に同じ H26.11.19 H31.11.18 00100065344 プ,金,陶

石狩
さっぽろしてぃかん
きょう

札幌シティ環境㈱
札幌市手稲区手稲本町３条４丁目５番１
号

011-681-9953 本社電話に同じ H23.11.9 H28.11.8 00110162805
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

石狩
さっぽろせいこうさー
びす

㈱札幌清興サービス 札幌市東区北３５条東２６丁目３番１０号 011-789-8686 本社電話に同じ H23.2.25 H28.2.6 00100054943 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さっぽろだいいちせい
そう

札幌第一清掃㈱ 札幌市西区二十四軒４条２丁目２番１号 011-611-9291 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100004828
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞

石狩
さっぽろだいかんさー
びす

㈱札幌ダイカンサービス 札幌市北区北２２条西２丁目１番１６号 011-727-7703 本社電話に同じ H27.3.9 H32.3.8 00100067501
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩
さっぽろちゅうおうせ
いそうしゃ

㈱札幌中央清掃社 札幌市北区新川３条１４丁目１０番１号 011-762-6521 本社電話に同じ H27.1.25 H32.1.24 00100027005 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 さっぽろつううん 札幌通運㈱ 札幌市中央区大通西８丁目２番地６ 011-251-4111 本社電話に同じ H25.11.11 H30.11.10 00100006828
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩
さっぽろていえんこう
ぎょう

㈲札幌庭園工業
札幌市清田区美しが丘１条７丁目３番１２
号

011-882-1364 本社電話に同じ H27.1.14 H32.1.13 00100116493 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さっぽろでんせつこう
じ

札幌電設工事㈱ 札幌市北区屯田６条１０丁目７番３０号 011-774-1676 本社電話に同じ H22.10.20 H27.10.19 00100122287 プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さっぽろどうろ 札幌道路㈱ 札幌市北区篠路町拓北北６番４３４号 011-775-0444 本社電話に同じ H27.4.22 H32.4.21 00100154946 汚､プ､紙､木､繊､金､陶､が､

石狩
さっぽろにっしんでん
し

札幌日信電子㈱ 札幌市豊平区月寒東４条８丁目６番５号 011-855-6781 本社電話に同じ H24.3.10 H29.3.9 00100165252 プ,紙,木,金

石狩 さっぽろにっと ㈱札幌ニット 札幌市白石区本郷通４丁目南２番９号 011-864-3477 本社電話に同じ H25.6.26 H30.6.25 00100172482 燃,汚,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,ば

石狩 さっぽろぱーつ ㈱札幌パーツ 札幌市東区中沼町６６番地１８４ 011-790-1000 本社電話に同じ H24.8.16 H29.7.26 00100048959 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 さっぽろぴあのうんゆ 札幌ピアノ運輸㈲ 札幌市白石区北郷５条６丁目３番２０号 011-871-0766 本社電話に同じ H26.10.22 H31.10.7 00100114178 プ,ゴ,金,陶

石狩 さっぽろびけあしば ㈱札幌ビケ足場 札幌市白石区川下２１１３番地１５２ 011-872-2005 本社電話に同じ H24.7.19 H29.7.18 00100084857 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さっぽろふぇんす ㈱サッポロフェンス 札幌市清田区真栄１条２丁目２４番１５号 011-881-8112 本社電話に同じ H24.1.20 H29.1.19 00100136694 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さっぽろぶつりゅう
さーびす

㈲札幌物流サービス
札幌市北区新川西２条４丁目１番地２５
号

011-766-0034 011-766-3888 H23.1.13 H28.1.12 00100158159 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さっぽろまるぜんでん
こう

㈱札幌まるぜん電興 札幌市東区北３４条東１３丁目２番１号 011-752-4343 本社電話に同じ H25.1.29 H30.1.28 00100154600 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さっぽろりさいくるこつ
ざい

札幌リサイクル骨材㈱ 札幌市東区中沼町４５番地２６ 011-792-4087 本社電話に同じ H26.11.7 H31.11.6 00100025364 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さっぽろりさいくるしょ
うかい

㈱札幌リサイクル商会 札幌市豊平区豊平３条１０丁目１番３６号 011-398-9775 本社電話に同じ H25.4.23 H30.4.22 00100171415 プ,金
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石狩
さっぽろりゅうつうさん
ぎょう

㈱札幌流通産業 札幌市東区中沼町６０番地９８ 011-791-2920 本社電話に同じ H24.10.4 H29.9.26 00100050392 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さっぽろりんく ㈱サッポロリンク 札幌市南区砥山１９６番地６８ 011-596-1560 本社電話に同じ H25.4.5 H30.4.4 00100171413 プ,金,陶

石狩 さつりくうんゆ 札陸運輸㈱ 北広島市大曲２５５番地３８ 011-377-7411 本社電話に同じ H25.9.3 H30.9.2 00100008104 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 さとうきみとし 佐藤 公俊 札幌市西区平和２条８丁目８番１８号 011-727-8451 本社電話に同じ H24.7.3 H29.7.2 00100136573 プ,木,金,陶,が

石狩 さとうこうぎょう ㈱佐藤工業
札幌市白石区東札幌３条４丁目６番２２
号

011-825-5592 本社電話に同じ H26.8.5 H31.7.14 00100149823 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 さとうごむしょうてん ㈱佐藤ゴム商店 東京都荒川区荒川１丁目５８番１号 03-3801-1191 本社電話に同じ H26.6.26 H31.5.29 00110007522 プ,ゴ 有り

石狩 さとづかそうぎょう ㈱里塚総業
札幌市清田区美しが丘４条７丁目７番８
号

011-882-5562 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.12 00100063964 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さとみ　たかゆき 里見　隆幸 札幌市清田区真栄３９６番地 011-215-6116 本社電話に同じ H26.6.18 H31.6.17 00100177906 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さのうんゆ 佐野運輸㈲
札幌市白石区菊水元町９条１丁目１２番
１５号

011-874-8276 本社電話に同じ H27.1.29 H30.10.23 00100107221 汚,プ,金,陶,が

石狩 さのけん ㈲サノケン 千歳市根志越５７９番地１７ 0123-27-4693 本社電話に同じ H25.5.8 H30.5.7 00100142446 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さのじゅうき ㈱佐野重機 札幌市西区発寒４条６丁目２番３７号 011-662-2803 本社電話に同じ H25.10.25 H30.10.21 00100145452 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さわだうんゆ ㈲沢田運輸
札幌市南区定山渓温泉東４丁目３０６番
地

011-584-8240 本社電話に同じ H27.1.26 H32.1.25 00100027006 プ,木,金,陶,が

石狩
さわだけんせつこう
ぎょう

㈱沢田建設工業 石狩市花川北６条１丁目８番地 0133-77-5273 本社電話に同じ H27.1.25 H32.1.24 00100115933 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さわださんぎょう ㈲沢田産業 千歳市梅ケ丘１丁目１０番５号 0123-26-0154 本社電話に同じ H24.3.17 H29.3.16 00100008427 燃,プ,残,金,陶

石狩 さわだつよし 澤田 剛 札幌市白石区川北３条１丁目６番３２号 011-871-7413 本社電話に同じ H22.10.11 H27.10.10 00100034598 プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞,体

石狩 さんあいこうむてん ㈱三愛工務店 札幌市北区新琴似１条５丁目７番３号 011-763-6017 本社電話に同じ H25.11.27 H30.11.10 00100145666 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
さんあいろじすてぃく
す

三愛ロジスティクス㈱
宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目６番
地７

022-235-2047 本社電話に同じ H23.10.14 H28.9.10 00100060543 プ,金,陶

石狩
さんえいたいやさん
ぎょう

㈱サンエイタイヤ産業 千歳市上長都１０５７番地１ 0123-21-8555 本社電話に同じ H24.12.15 H29.11.9 00100139235 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんおうこうぎょう 三央工業㈱ 札幌市白石区北郷８条８丁目２番８号 011-875-9170 本社電話に同じ H25.7.14 H30.7.13 00100004827 汚,油,木,プ,金,陶,が

石狩 さんおうしょうじ 山桜商事㈲ 石狩市花川東１条３丁目９９番地 0133-72-0877 本社電話に同じ H25.7.17 H30.7.10 00100104804 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんきこうぎょう 三喜工業㈱
札幌市西区八軒１０条東３丁目１番１５－
７０８号

011-709-3847 本社電話に同じ H27.2.17 H32.2.16 00100182038 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 さんきゅーうんゆ サンキュー運輸㈱ 千歳市新富３丁目１１番１５号 0123-23-3739 本社電話に同じ H24.5.12 H29.5.9 00100135290 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんきよ ㈱サンキヨ 札幌市東区北３６条東２２丁目２番３号 011-782-7375 本社電話に同じ H25.9.28 H30.9.27 00100174041 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんきょう ㈲サンキョウ 石狩市花川南３条４丁目３番地 0133-72-1111 本社電話に同じ H23.9.3 H28.9.2 00100079450 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 さんきょうこうさん 三協興産㈱ 神奈川県川崎市川崎区扇町１２番３号 044-355-8883 本社電話に同じ H25.6.28 H30.5.1 00100000685 汚,油,酸,ア,プ,残,金,陶,が

石狩 さんきょうこうさん 三協興産㈱
札幌市中央区北２条東１０丁目１５番地２
３

011-242-6188 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.15 00100144651 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 さんきょうたいや ㈲三共タイヤ 札幌市清田区里塚１条１丁目１番２０号 011-881-1750 本社電話に同じ H25.10.11 H30.8.15 00100144342 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんきょうどぼく 産共土木㈱ 石狩市花川南２条６丁目２６５番地 0133-73-9718 本社電話に同じ H24.6.14 H29.6.13 00100085454 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんきょうゆそう ㈲サンキョウ輸送 恵庭市黄金北１丁目７番地１７ 0144-58-1365 本社電話に同じ H21.11.27 H26.11.26 00100152108 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんけいうんそう ㈲三恵運送
札幌市手稲区西宮の沢３条３丁目６番１
９号

011-682-5525 本社電話に同じ H24.3.23 H29.3.22 00100165253 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
さんけいけんせつこう
ぎょう

㈲三恵建設工業 恵庭市牧場４０１番地 0123-32-4738 本社電話に同じ H22.10.15 H27.10.4 00100122233 汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 さんけいぶつりゅう ㈱Sun.K物流 札幌市白石区北４条２丁目３番２０号 011-791-8044 本社電話に同じ H23.4.15 H28.4.14 00100159365 プ,木,金,陶

石狩 さんけーこうぎょう ㈱サンケー興業 札幌市清田区北野４条５丁目４番２３号 011-888-0088 本社電話に同じ H25.10.25 H30.9.15 00110003240
燃,汚,油,酸,ア,プ,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞

有り

石狩 さんこう ㈱三幸 北広島市共栄９番地 011-372-5288 本社電話に同じ H26.7.21 H31.7.20 00100062871 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 さんこううんゆ 山光運輸㈱
札幌市白石区流通センター５丁目３番６
号

011-861-2195 本社電話に同じ H25.5.1 H30.4.30 00100142169 紙,陶,が

石狩 さんこうしょうじ ㈲三晃商事 札幌市中央区北４条西７丁目５番地 011-261-1788 本社電話に同じ H23.11.15 H28.10.24 00100079940 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんこーりょくか ㈱サンコー緑化
札幌市白石区菊水元町８条１丁目８番
２１号

011-875-1608 本社電話に同じ H26.9.5 H31.9.4 00100178999 汚,プ,紙,木,繊,陶,が

石狩 さんしょう ㈲三勝 札幌市北区太平４条６丁目１番１５号 011-774-6338 本社電話に同じ H22.9.15 H27.8.29 00100063400 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんしんうんゆきこう 三真運輸機工㈱ 札幌市南区南沢３条２丁目１６番５号 011-661-3400 本社電話に同じ H22.7.24 H27.7.12 00100012478 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんせいこうぎょう 三誠興業㈱ 札幌市北篠路町拓北３０番地６７３ 011-772-2388 本社電話に同じ H24.9.13 H29.9.12 00100098462 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 さんせいさんぎょう ㈱三世産業 北広島市新富町西１丁目１番２５号 011-572-3801 本社電話に同じ H24.7.27 H28.3.13 00100085911
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩
さんぶれーんそうごう
さーびす

㈲サンブレーン綜合サービス 札幌市東区北１８条東８丁目１番２６号 011-704-6111 本社電話に同じ H24.3.31 H29.3.16 00100134279 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 さんぽうかんきょう ㈲三宝環境 札幌市北区屯田４条４丁目１２番３２号 011-776-2555 本社電話に同じ H21.12.15 H26.12.14 00100065891 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんゆうけんき 三友建機㈱ 札幌市豊平区美園１条１丁目５番１２号 011-811-4631 本社電話に同じ H26.10.16 H31.10.15 00100179982 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 さんゆうてっけん 三友鉄建㈱ 札幌市豊平区豊平３条４丁目２番１９号 011-815-4121 本社電話に同じ H26.1.15 H31.1.14 00100145127 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんようこうはつ 三陽興発㈱
札幌市厚別区厚別中央５条１丁目４番３
１号

011-891-1128 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.27 00100043797 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 さんようしょうじ 三洋商事㈱ 大阪府東大阪市菱江２丁目４番１０号 0729-61-6043 本社電話に同じ H23.5.26 H28.5.25 00100030460 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんりつきこう 三立機工㈱ 札幌市東区丘珠町５２０番地６１３ 011-786-9933 本社電話に同じ H26.12.11 H31.12.10 00100066126 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんれいけんせつ ㈱サンレイ建設 札幌市清田区平岡２条２丁目２番８号 011-883-1912 011-886-2090 H22.5.27 H27.5.26 00100117976 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんわけんせつ 三和建設㈱ 札幌市東区北３６条東２８丁目２番２９号 011-785-0767 本社電話に同じ H23.6.21 H28.6.20 00100128276 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 さんわじゅうき ㈱三和重機 北広島市西の里３２２番地６ 011-375-4444 本社電話に同じ H25.6.10 H30.6.9 00100143054 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 さんわそうぎょう ㈱三和総業 札幌市東区東雁来７条２丁目１番１２号 011-781-7431 本社電話に同じ H27.7.9 H32.7.8 00100119737 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 じーえむかーご ㈲ジーエムカーゴ 江別市元江別本町４１番地の１ 011-876-3341 本社電話に同じ H25.3.19 H30.2.26 00100141182 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

石狩 しーるてっく ㈱シールテック 札幌市北区新川西５条４丁目７－１４ 011-766-5182 本社電話に同じ H25.6.11 H30.6.10 00100172311 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
じぇいだぶるがらすり
さいくる

ＪＷガラスリサイクル㈱ 東京都江東区新木場４丁目３番３２号 03-3634-5762 011-781-0545 H27.2.5 H32.2.4 00100152736 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 じぇねっく ㈱ジェネック 福岡県北九州市門司区港町９番１１号 093-331-2105 本社電話に同じ H22.10.5 H27.9.6 00100033444 燃,ば

石狩 しおだこうぎょう ㈱塩田工業 札幌市南区川沿４条３丁目４番５号 011-571-8573 本社電話に同じ H26.4.16 H31.4.15 00100004742 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しおばら ㈱シオバラ 札幌市西区福井６丁目６番１号 011-662-7181 本社電話に同じ H26.7.15 H31.7.14 00100178320 燃,プ,紙,木,金,陶,が,ば

石狩 しおんあくしあてくの シオンアクシアテクノ㈱ 札幌市東区北２４条東４丁目１番１号 011-751-8686 本社電話に同じ H26.10.18 H31.10.17 00100179983 油,酸,ア,プ,木,繊,ゴ,金

石狩 しすてっく ㈱システック 江別市工栄町８羽安置の１ 011-381-6000 本社電話に同じ H25.9.28 H30.9.27 00110173883 プ,金,陶 有り

石狩 しすてむらいん システムライン㈱ 札幌市手稲区曙２条１丁目４番１号 011-695-1210 本社電話に同じ H26.11.11 H31.10.25 00100114510 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
しずないろごすさっぽ
ろ

㈱シズナイロゴス札幌
札幌市白石区流通センター７丁目８番２１
号

011-893-8711 本社電話に同じ H27.7.7 H32.7.6 00100184138 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 してぃっくさっぽろ ㈱シティック・サッポロ
札幌市白石区米里１条２丁目４番２８号コ
ウエイビルⅡ１０１

011-872-6882 本社電話に同じ H26.6.23 H28.6.22 00100004744 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 しながわみつお 品川　光夫 札幌市白石区北郷４条９丁目４番１９号 011-874-8619 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100000858 プ,木,金,陶,が

石狩 しばたゆきなり 柴田　幸成
札幌市手稲区西宮の沢４条３丁目４番５
―４０１号

011-685-0521 本社電話に同じ H23.8.23 H28.8.22 00100129892 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しまださんぎょう ㈱島田産業 札幌市白石区川北２条３丁目５番１１号 011-871-4910 本社電話に同じ H25.8.8 H30.8.6 00100007194 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しまだしょうかい ㈱島田商会
佐賀県多久市北多久町大字小侍８０１番
地

0952-74-4141 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.30 00100018979
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩
しみずこーぽれーしょ
ん

㈲シミズコーポレーション 江別市あけぼの町３９番地の１１ 011-385-8383 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.16 00100057420 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 しみずさんぎょう ㈲清水産業 札幌市白石区東米里２１７７番地１０ 011-874-7841 本社電話に同じ H27.2.16 H32.2.4 00100026698 木,陶,が

石狩 しむらひろし 志村　洋 江別市見晴台５１番地の１２ 011-381-3345 本社電話に同じ H27.4.6 H32.4.5 00100153984 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 しもだ ㈱下田
札幌市白石区菊水元町９条２丁目６番６
号

011-873-3225 本社電話に同じ H25.11.15 H30.10.26 00100056422 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 じゃすといしかり ジャスト石狩㈱ 石狩市緑苑台東２条１丁目９９番地 0133-62-8444 本社電話に同じ H24.1.12 H29.1.11 00100164020 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 じゃすとかーご ㈱ジャスト・カーゴ 石狩市新港中央２丁目７５７番地１３ 0133-64-6531 本社電話に同じ H26.12.20 H31.12.19 00110026200
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

石狩 じゃぱん ㈱ジャパン 札幌市北区北２８条西１４丁目１番１号 011-790-2488 本社電話に同じ H26.11.18 H31.11.17 00100180348 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 じゃぱんさいくる ジャパンサイクル㈱
宮城県大崎市岩出山下野目字寒気原１
番地１号

0229-72-2010 0133-60-2222 H24.3.7 H29.3.6 00100126633 燃,汚,油,酸,ア,残,糞

石狩 じゃぱんすらっがー ㈱ジャパンスラッガー
札幌市北区あいの里３条８丁目６番１７
号

011-778-3006 0133-64-6266 H27.2.10 H32.2.9 00100116265 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 じゃぱんねっと ㈱ジャパンネット 札幌市東区北３０条東１丁目５番１５号 011-818-1010 本社電話に同じ H27.1.13 H32.1.12 00100116067 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
じゅうかんおぺれー
しょん

重環オペレーション㈱
神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目
４番２号

045-227-1250 0123-24-6614 H26.6.4 H31.6.3 00100018580 汚

石狩 じゅねす ㈱ジュネス
札幌市東区北１４条東１０丁目３番１０号
－１０６

011-751-8972 011-214-0009 H26.10.11 H31.10.10 00100179986 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
しゅんこうとーたる
さーびす

㈲春光トータルサービス 札幌市北区新琴似７条７丁目７番２６号 011-769-7555 本社電話に同じ H24.9.19 H29.9.18 00100138127
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が

石狩 しょうえい ㈲勝栄
札幌市厚別区厚別西５条２丁目１３番２０
号

011-894-0510 本社電話に同じ H26.6.3 H31.6.2 00100110789 紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しょうえいけんせつ ㈲松映建設 江別市大麻元町１７８番地の３０ 011-386-1365 本社電話に同じ H22.8.5 H27.8.4 00100120686 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しょうえいこうぎょう ㈲昭栄工業 札幌市手稲区手稲山口８０８番地２０１ 011-682-6746 本社電話に同じ H23.4.28 H28.4.27 00100075391 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しょうきこうぎょう ㈱翔希興業 札幌市厚別区厚別西５条２丁目３番１号 011-893-3856 本社電話に同じ H24.5.29 H29.5.28 00100166249 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 しょうけん ㈱勝建 札幌市南区石山１条２丁目８番１６号 011-591-6744 本社電話に同じ H24.10.24 H29.10.23 00100138387 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 じょうとううんゆ 城東運輸㈱ 札幌市東区伏古１３条４丁目１０番６号 011-782-8535 本社電話に同じ H23.11.5 H28.11.4 00100016909 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 じょうなんけんせつ ㈱定南建設
札幌市南区定山渓温泉西２丁目４４番地
２

011-598-2366 本社電話に同じ H23.2.24 H28.2.23 00100053407 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
しょうわけんざいこう
ぎょう

昭和建材工業㈱ 石狩郡当別町栄町８１９番地５ 0133-23-2266 本社電話に同じ H23.3.2 H28.3.1 00100158783 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 じょうわさんぎょう 浄和産業㈲ 石狩郡当別町字樺戸町１０５番地 0133-23-2661 本社電話に同じ H23.11.26 H28.11.25 00100043394 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 しょくさんきこう 殖産機工㈱ 札幌市北区新琴似町１００１番地１７ 011-762-1010 本社電話に同じ H27.4.7 H32.4.6 00100182552 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 しらいとらんくさぽーと しらいトランク・サポート㈱ 札幌市白石区米里３条２丁目８番２３号 011-598-0207 本社電話に同じ H25.1.9 H29.12.10 00100139020 油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶

石狩 しらおいゆしさっぽろ ㈱白老油脂札幌 札幌市白石区北郷２４０５番地２７ 011-873-6525 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.30 00100174038 油,プ,木,金

石狩
しろいしごむせいさく
しょ

㈱白石ゴム製作所 札幌市白石区北郷４条４丁目２０番１７号 011-872-3771 本社電話に同じ H24.12.15 H29.11.20 00100137303 プ,木,金

石狩
しんえいけんせつうん
ゆ

真栄建設運輸㈱ 札幌市清田区真栄３条２丁目９番７号 011-882-4126 本社電話に同じ H25.11.17 H30.11.16 00100009758 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 しんえいらいん シンエイライン㈲
札幌市東区伏古５条４丁目１－９ふしこビ
ル１Ｆ

011-787-7242 本社電話に同じ H24.11.7 H29.11.6 00100134198 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんえいりょくかどぼく ㈱真栄緑化土木 札幌市清田区真栄１条１丁目１５番１１号 011-881-8951 本社電話に同じ H26.1.10 H31.1.6 00100146533 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
しんかいとらんすぽー
としすてむず

㈱新開トランスポートシステ
ムズ

東京都江東区東陽３丁目７番１３号 03-5653-9335 本社電話に同じ H26.4.3 H31.4.2 00100013494 プ,金,陶

石狩 しんこう ㈱真幸 恵庭市文京町１丁目１０番１８号 0123-33-7956 本社電話に同じ H25.8.12 H30.8.11 00100105549 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんこうかいはつ 新興開発㈱ 札幌市白石区北郷４条４丁目５番９号 011-872-1383 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.12 00100031582 プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 しんこうさんぎょう 新興産業㈱ 札幌市白石区北郷１条１２丁目１番１５号 011-871-0727 本社電話に同じ H24.6.30 H29.6.29 00100136475 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんこうでんき 新工電気㈱ 札幌市中央区南４条西２４丁目１番１号 011-551-8218 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.17 00100068108 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんしょうけんせつ 真昇建設㈱ 札幌市北区新琴似町１００３番地２２ 011-761-1686 本社電話に同じ H26.4.29 H31.4.28 00100060650 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんせい ㈱真清 札幌市南区真駒内３５３番地１ 011-593-1707 011-885-1153 H22.5.7 H27.4.21 00100084985
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 しんせいうんゆ 新成運輸㈱ 石狩市新港南１丁目２８番地６２ 0133-64-6522 本社電話に同じ H22.5.17 H27.5.11 00100069682 プ,紙,木,繊,ゴ,陶,が

石狩 しんせいうんゆ 新成運輸㈱ 札幌市白石区栄通３丁目２番２２号 011-851-6755 本社電話に同じ H26.3.12 H31.3.11 00100016390 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 しんせいき ㈱新世紀 札幌市東区中沼町２６番地６ 011-791-0600 本社電話に同じ H26.3.12 H31.3.11 00100058402
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩 しんせいけんせつ 新成建設㈱ 石狩市花川南２条２丁目４９番地 0133-73-7878 本社電話に同じ H26.8.21 H30.7.8 00100006511 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんせいこうぎょう ㈲新星工業 札幌市手稲区星置南３丁目２番１０号 011-685-7514 本社電話に同じ H24.8.1 H29.7.31 00100097916 汚,酸,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんせいごむ ㈱新生ゴム 北広島市大曲５１９番地４ 011-377-4194 本社電話に同じ H23.4.21 H28.4.20 00100029464 プ,ゴ,金

石狩
しんたいへいよううん
ゆ

新太平洋運輸㈱ 北広島市輪厚３３２番地４９ 011-377-2633 本社電話に同じ H25.12.16 H30.12.2 00100011796
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩 しんでんこう ㈱親電工
札幌市白石区東札幌２条５丁目２番２６
号親栄ビル

011-822-1007 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100033807 プ,木,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 しんとみさんぎょう ㈲新富産業 札幌市北区新川７７７番地１５ 011-762-8772 本社電話に同じ H23.5.26 H28.5.25 00100138366 プ,金

石狩 しんほくじうんゆ 新北自運輸㈱ 札幌市東区苗穂町１２丁目１番２０号 011-711-5681 本社電話に同じ H23.9.11 H28.9.10 00100020174 酸,ア,プ,木,残,陶

石狩 しんまゆみ 申 麻由美 札幌市豊平区西岡２条３丁目１番４５号 011-836-7000 本社電話に同じ H26.9.19 H31.9.18 00100179265 プ,金

石狩 しんもりこうぎょう 新森工業㈱ 石狩郡当別町当別太１５４９番地の１ 01332-6-2454 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.9 00100081037 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 しんよう ㈱シンヨウ
札幌市厚別区もみじ台南１丁目１１番１２
号

011-898-1131 011-875-8818 H23.1.19 H28.1.18 00100125030
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 しんようしょうかい 新洋商会㈱ 石狩市新港中央２丁目７６２番地９ 0133-76-6118 本社電話に同じ H27.4.1 H32.3.31 00100153952 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
しんりょうていえんき
かく

新菱庭園企画㈱
札幌市清田区美しが丘２条４丁目１７番５
号

011-882-3160 本社電話に同じ H25.11.28 H30.11.27 00100174954 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 しんわえこむ ㈱親和エコム 石狩市樽川８条３丁目９１番地２ 0133-73-3918 本社電話に同じ H22.7.22 H27.7.21 00100048329 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
しんわぶつりゅうしす
てむ

㈱伸和物流システム 札幌市北区東茨戸２条１丁目６９番地１ 011-771-2254 本社電話に同じ H27.6.13 H32.6.2 00100070228 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 すいしょうこうぎょう ㈱水章工業 札幌市北区平岡２条２丁目７番１８号 011-886-7600 本社電話に同じ H25.3.26 H30.3.25 00100171280 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すいんぐ 水ing㈱ 東京都港区港南１丁目７番１８号 03-6830-9000 011-644-2487 H27.7.7 H32.7.6 00100021833 汚

石狩 すえひろ 末広㈱ 北広島市大曲末広３丁目２番地３ 011-377-4944 本社電話に同じ H25.10.16 H30.9.25 00100144997
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が

石狩 すかい ㈱ＳＫＹ
札幌市白石区東札幌４条２丁目４番１３
号

011-846-1900 本社電話に同じ H22.7.10 H27.7.9 00100155103
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 すがわらかずお 菅原 一男
札幌市中央区南７条西２３丁目２番１－１
３０２号

011-521-0526 本社電話に同じ H24.6.6 H29.5.22 00100135259 汚,酸,プ,紙,木,残,陶

石狩 すがわらけんざい ㈲菅原建材 札幌市西区宮の沢３条２丁目５番６号 011-662-8982 本社電話に同じ H23.1.6 H28.1.5 00100124359 プ,紙,木,繊,金,陶,が

収集運搬業（20150331）
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石狩 すがわらこうぎょう 菅原興業㈱ 千歳市上長都１番地の３ 0123-42-2109 本社電話に同じ H26.1.23 H31.1.22 00100146799 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すがわらこうぎょう ㈲菅原工業 石狩市花川北７条３丁目１９番地 0133-73-3856 本社電話に同じ H26.9.4 H31.8.7 00100150143
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が

石狩 すがわらこうぎょう ㈱菅原工業
札幌市白石区北郷７丁目２番１９－３０３
号

011-874-0435 本社電話に同じ H26.8.23 H31.8.22 00100178996 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 すぎたしょうかい ㈱スギタ商会 札幌市清田区平岡５条６丁目５番２３号 011-887-4151 本社電話に同じ H24.10.20 H29.10.19 00100138680 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 すきるこうぎょう ㈲Ｓｋｉｌｌ工業 札幌市南区藤野条７丁目１３番５号 011-592-6553 本社電話に同じ H25.3.12 H30.3.11 00100170842 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 すけっとうんゆ ㈲すけっと運輸 千歳市北栄２丁目５番１４号 0123-25-5611 0123-29-2115 H22.10.20 H27.10.19 00100122543 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 すずきこうぎょう ㈱鈴木工業 札幌市手稲区稲穂２条５丁目６番１０号 011-684-0121 本社電話に同じ H26.10.21 H31.9.28 00100151148 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 優 すずきしょうかい ㈱鈴木商会 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１ 011-280-1281 本社電話に同じ H25.11.29 H32.9.12 00110009491 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 すずきとうけん ㈱鈴木東建 札幌市西区発寒９条１０丁目２番１０号 011-669-8100 0125-65-2494 H27.3.26 H32.3.25 00100153886 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すずきまさとし 鈴木 正利 千歳市自由ヶ丘４丁目４番１２号 0123-23-7811 本社電話に同じ H25.6.10 H30.6.9 00110002961
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

有り

石狩 すずけんこうぎょう ㈱鈴建工業 石狩市花川南８条１丁目２０３番地 0133-73-5337 本社電話に同じ H27.1.9 H32.1.8 00100180506 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すずじゅん ㈱ＳＵＺＵＪＵＮ 札幌市清田区平岡８条４丁目８番１２号 011-884-8252 本社電話に同じ H24.3.14 H29.3.13 00100134138 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 すずゆうしょうてん ㈱鈴勇商店 宮城県石巻市吉野町２丁目２番３０号 0225-86-5852 011-378-4563 H25.11.8 H30.11.7 00100058179 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すたいる ㈱ＳＴＹＬＥ 札幌市清田区清田７条１丁目２８番２０号 011-885-8042 本社電話に同じ H26.5.1 H31.4.30 00100177261 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すちゅわーど ㈱スチュワード 札幌市中央区北１３条西１６丁目１－７ 011-709-3262 本社電話に同じ H25.6.26 H30.6.25 00100172682 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
すぺーすでざいんこう
ぎょう

㈱スペース・デザイン工業 札幌市手稲区稲穂４条５丁目６番１２号 011-684-1657 本社電話に同じ H24.4.28 H29.4.17 00100134691 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
すまいのそうごうえい
ぜんこうぎょう

㈲住まいの綜合営繕工業 江別市緑町西２丁目７番地2 011-385-5789 本社電話に同じ H22.5.11 H27.5.10 00100154328
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 すみせきこんてっく スミセキ・コンテック㈱ 札幌市中央区北２条西１３丁目１番地３７ 011-271-3341 本社電話に同じ H25.4.12 H30.3.31 00100102935 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 すやまさんぎょう ㈲巢山産業 札幌市東区北２８条東21丁目１番５号 011-783-2109 本社電話に同じ H23.4.3 H28.4.2 00100075823 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すらいぶ ㈱スライブ 札幌市東区伏古５条５丁目３番２９号 011-780-3088 011-791-1197 H24.6.30 H27.12.16 00100157811 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 すりーえすぶつりゅう ㈱スリーエス物流
愛知県一宮市丹陽町九日市場字中田６
３番１

0586-77-7708 本社電話に同じ H24.12.28 H29.11.30 00100058001 プ,紙,木,繊,金,陶,が

収集運搬業（20150331）
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石狩
すりーえすめんてなん
す

㈱スリーエスメンテナンス 札幌市中央区北５条西１２丁目２番地 011-223-2232 本社電話に同じ H25.4.17 H30.4.16 00100171591 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 せいえいこうぎょう ㈲成栄興業 札幌市北区篠路５条２丁目３番３号 011-772-5600 本社電話に同じ H25.8.28 H30.8.12 00100144185 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
せいきかいはつさー
びす

世紀開発サービス㈱
札幌市豊平区月寒東１条１９丁目１番４３
号

011-885-6600 本社電話に同じ H26.11.30 H31.11.29 00100114832 汚,酸,プ,木,陶,が

石狩 せいけん ㈱聖建
札幌市北区篠路８条７丁目４番２０－１０
１３号

011-773-2242 本社電話に同じ H26.5.2 H31.5.1 00100177263 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 せいこう ㈲成功 札幌市白石区川北３条３丁目７番１５号 011-893-4631 本社電話に同じ H25.8.16 H30.8.15 00100144184 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 せいこうけんせつ 清光建設㈱ 江別市野幌美幸町３１番地８ 011-383-8241 本社電話に同じ H26.5.19 H31.5.18 00100148839 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 せいこーけんぱん ㈱セイコー建販 札幌市白石区東米里２１９４番地７２ 011-875-2778 本社電話に同じ H22.8.28 H27.8.11 00100071626 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 せいだいさんぎょう 聖太産業㈱ 石狩市浜益区群別５９６番地４９ 0133-79-3201 本社電話に同じ H26.5.29 H31.5.28 00100019724
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 せいとうこうぎょう 世東工業㈱ 札幌市東区東苗穂１１条２丁目８番１２号 011-791-5038 本社電話に同じ H27.8.31 H32.8.30 00100031648 燃,汚,油,プ,木,金,陶,が

石狩
せいのーすーぱえく
すぷれす

セイノースーパーエクスプレ
ス㈱

東京都江東区辰巳３丁目１０番２３号 03-6384-7829 本社電話に同じ H26.6.16 H31.6.15 00100051187 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 せいぶそうぎょう ㈱西武総業
札幌市白石区菊水元町７条２丁目９番３
０号

011-875-3881 本社電話に同じ H26.12.1 H31.11.30 00100025654 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 せいわうんゆ ㈱誠和運輸 札幌市東区中沼西１条１丁目８番１０号 011-792-2886 本社電話に同じ H25.3.7 H30.2.14 00100102105 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 せいわけんせつ 清和建設㈱ 札幌市豊平区平岸４条４丁目３番４号 011-831-7415 本社電話に同じ H23.5.11 H28.5.10 00100159954 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 せいわこうぎょう ㈲成和工業
札幌市清田区里塚緑ｹ丘１１丁目４番１２
号

011-883-7451 本社電話に同じ H27.4.14 H32.4.13 00100154067 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 せいわさんぎょう 誠和産業㈱ 札幌市南区石山東４丁目３番９号 011-591-8245 本社電話に同じ H26.12.27 H31.12.13 00100066120 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 せきこうぎょう ㈱関工業
札幌市白石区菊水元町３条３丁目１番９
号

011-874-4331 本社電話に同じ H24.11.29 H29.11.28 00100099649 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 せきふじうんゆ ㈱関藤運輸 札幌市手稲区曙２条４丁目３番１５号 011-699-1400 本社電話に同じ H26.12.28 H31.12.27 00100025652 プ,紙,金,陶,が

石狩
せきわけんせつこう
ぎょう

関和建設工業㈱ 札幌市手稲区手稲山口８７番地 011-682-3277 本社電話に同じ H22.3.25 H27.3.24 00100068207 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩
ぜねらるりぴあさーび
す

ゼネラルリピアサービス㈱ 札幌市清田区真栄４条３丁目８番２２号 011-882-2833 本社電話に同じ H23.3.23 H28.3.22 00100159027 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 せらび ㈱セラビ 札幌市東区本町１条９丁目２番４号 011-632-6116 011-789-6116 H24.4.10 H29.4.5 00100134295 プ,金,陶

石狩 せんじゅうあきひと 千住　昭人 札幌市北区篠路１条６丁目７番６号 011-774-6929 本社電話に同じ H24.2.25 H29.2.24 00100164954 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

収集運搬業（20150331）
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石狩 そうけん ㈱創建 札幌市東区北４１条東１丁目７５６番地 011-751-5020 本社電話に同じ H23.9.7 H28.8.21 00100129072 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 そうけん ㈱総建 江別市野幌５６－１０遊楽ビル１階 011-381-6411 本社電話に同じ H26.3.13 H31.3.12 00100176391 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 そうけんこうぎょう ㈱総建工業 札幌市北区北２９条西１４丁目８４６番３７ 011-728-8758 本社電話に同じ H27.6.26 H32.6.16 00100020575 汚,油,紙,木,繊,プ,金,陶,が

石狩 そうごううんゆ 綜合運輸㈲ 江別市弥生町３５番地の５ 011-382-2652 本社電話に同じ H26.6.24 H31.5.26 00100111279 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩
そうごうびそうこうぎょ
う

綜合美装工業㈱ 札幌市東区東苗穂６条３丁目１番１７号 011-221-1711 本社電話に同じ H24.8.29 H29.8.28 00100098460
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩 そうごうぶつりゅう ㈲総合物流 札幌市東区北３２条東１８丁目７番１８号 011-781-7810 本社電話に同じ H27.1.16 H31.12.19 00100026201 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 そうごしょうじ 相互商事㈱ 江別市角山４３７番地の６ 011-384-2531 011-384-8851 H24.7.14 H29.6.12 00100009150
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,
残,ば

石狩 そうだい ㈱創大
札幌市清田区美しが丘２条３丁目４番１
号

011-881-2378 011-881-9387 H23.8.12 H28.8.11 00100161260
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体

石狩 そうわ ㈱綜和 札幌市北区篠路町拓北４０番地２９ 011-771-2801 本社電話に同じ H26.2.27 H31.2.26 00100102936
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩 そうわ ㈱創和 石狩市花川南８条１丁目３番地１１ 0133-67-4148 本社電話に同じ H23.10.21 H28.10.20 00100162194 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 そうわ ㈱創和 東京都江戸川区篠崎町３丁目３３番８号 03-5637-8888 本社電話に同じ H25.3.26 H30.3.25 00100136962 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,ば

石狩 そにあこうえい ㈲ソニア工栄 札幌市豊平区西岡５条３丁目４番６号 011-836-3090 本社電話に同じ H25.7.16 H30.6.27 00100142871 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 そりとんこむかわかみ ソリトン・コム㈱ 札幌市中央区盤渓３６５番地 011-621-1020 本社電話に同じ H26.7.31 H31.7.30 00100016623 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 だいいちうんゆ ㈲大一運輸
札幌市白石区菊水上町４条４丁目１５番
３号

011-837-6322 本社電話に同じ H25.8.16 H30.8.15 00100144340 汚

石狩
だいいちかったーこう
ぎょう

第一カッター興業㈱ 神奈川県茅ヶ崎市萩園８３３番地 0467-85-3939 本社電話に同じ H24.9.1 H29.8.29 00100075850 汚,陶,が

石狩
だいいちきしもとりん
しょうけんさせんたー

㈱第一岸本臨床検査セン
ター

札幌市東区伏古７条３丁目５番１０号 011-787-2111 本社電話に同じ H25.7.19 H29.2.24 00110164918 汚,酸,ア,プ,ゴ,金,陶 有り

石狩
だいいちけんこうえし
ま

第一建興江島㈱ 札幌市東区北３１条東１丁目１番１５号 011-751-0410 本社電話に同じ H25.7.30 H30.7.29 00100054911 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
だいいちちゅうおうき
せん

第一中央汽船㈱ 東京都中央区新富２丁目１４番４号 03-5540-2098 本社電話に同じ H22.12.21 H27.12.20 00100036108 燃,ば

石狩 だいえいきこう ㈱大栄機工 札幌市東区丘珠町４９４番地２ 011-784-7622 本社電話に同じ H26.5.25 H31.5.24 00100061335 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいえいけんせつ 大栄建設㈱ 札幌市北区新琴似８条６丁目１番６号 011-762-5368 本社電話に同じ H26.7.16 H31.7.15 00100007453 汚,木,が

石狩
だいけんこーぽれー
しょん

㈱大建コーポレーション 札幌市北区屯田町１００３番地１ 011-771-4469 本社電話に同じ H24.9.11 H29.9.10 00100137927 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 だいこう ㈱大光
札幌市白石区東札幌２条４丁目６番３１
号

011-872-0401 本社電話に同じ H23.9.21 H28.9.20 00100161997 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいこうけんせつ 大功建設㈱
札幌市西区発寒１６条１３丁目１０２０番
地４２６

011-664-7880 本社電話に同じ H22.7.27 H27.7.26 00100120490 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たいこうこうさん ㈲泰幸興産 札幌市白石区米里３条２丁目８番２３号 011-874-5882 本社電話に同じ H22.10.7 H27.9.28 00100072696 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいしん ㈱大伸
札幌市厚別区上野幌２条３丁目１番１６
号

011-891-9051 本社電話に同じ H23.3.22 H28.3.21 00100038171
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 だいしんうんゆ ㈱大真運輸 札幌市東区北１９条東１丁目４番１４号 011-753-1161 本社電話に同じ H26.7.15 H31.7.14 00100112442 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいしんこうぎょう ㈲大新興業 北広島市大曲南ヶ丘５丁目１５番６ 011-377-5310 本社電話に同じ H23.9.22 H28.9.21 00100130167 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
だいしんぶつりゅう
さーびす

㈲ダイシン物流サービス
札幌市東区北１９条東１丁目１５番地１２
４

011-741-9010 本社電話に同じ H25.12.29 H30.12.28 00100057624 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たいせいけんき ㈱大成建機 札幌市東区北８条東１２丁目４番２ 011-741-5571 本社電話に同じ H22.1.5 H27.1.4 00100152478 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たいせいでんこう ㈱タイセイデンコウ 札幌市北区篠路町太平２２２番地 011-773-8621 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00100182532 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たいせつ ㈲タイセツ 札幌市西区発寒１６条１３丁目３番３０号 011-664-2811 本社電話に同じ H24.2.18 H29.2.17 00100071271 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 だいち ㈲大智 札幌市白石区北郷９条７丁目７番１７号 011-873-8660 本社電話に同じ H27.5.28 H32.5.8 00100069467 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 だいちこうぎょう ㈱大地工業 札幌市北区新琴似５条１２丁目４番１６号 011-790-5356 本社電話に同じ H25.8.21 H30.8.20 00100140034 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいちどうろ ㈲大地道路 札幌市南区川沿１条３丁目1番６７号 011-572-7998 本社電話に同じ H26.10.9 H31.10.8 00100131653 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 だいとう ㈱大東 札幌市手稲区富丘６条２丁目１番３０号 011-688-3221 本社電話に同じ H25.9.12 H30.9.11 00100010257 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 だいどううんそう 大同運送㈱
札幌市白石区流通センター５丁目５番６０
号

011-862-0415 本社電話に同じ H25.2.19 H30.2.18 00100099443
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

石狩 だいとうこうぎょう 大東工業㈱ 札幌市中央区北４条西２７丁目１番５号 011-641-1411 本社電話に同じ H25.7.2 H30.7.1 00100104691 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 だいどうこうぎょう ㈲大道工業 札幌市東区伏古９条３丁目１番１５号 011-789-6627 本社電話に同じ H24.7.14 H29.7.13 00100167083 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 だいどうさかい 大同サカイ㈱ 札幌市白石区菊水９条３丁目３番１７号 011-825-3800 本社電話に同じ H24.3.16 H29.3.15 00100165216 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいとしょうじ 大翔商事㈱ 北広島市西の里２４６番地９２ 011-374-2220 本社電話に同じ H24.7.5 H29.7.4 00100166945 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
だいにちてっくらん
なー

㈱大日テックランナー 札幌市白石区北郷３条９丁目８番１１号 011-873-4111 本社電話に同じ H25.6.12 H30.5.21 00100142445 プ,紙,木,繊,コ゜,金,陶,が

石狩 だいはちせいそう 大八清掃㈱ 札幌市北区篠路町拓北１６２番地６１ 011-778-1818 本社電話に同じ H23.7.15 H28.7.2 00100033550
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,体
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石狩
だいはちたくしょくこう
ぎょうゆうげんがい
しゃ

大八拓殖工業㈲ 札幌市手稲区金山２条１丁目２番１７号 011-694-6171 本社電話に同じ H26.12.16 H31.12.15 00100180923 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たいほくこうむてん ㈱大北工務店 札幌市清田区清田８条３丁目１９番７号 011-881-6382 本社電話に同じ H23.10.6 H28.10.5 00100100014 汚,プ,紙,木,繊,ゴ､金,陶,が

石狩 たいほくさんぎょう ㈲泰北産業 空知郡奈井江町字奈井江７０番地 011-783-0660 本社電話に同じ H27.3.8 H32.3.7 00110028717 プ,木,ゴ,金,陶,が 有り

石狩
だいまるほくりくこう
ぎょう

㈱大丸北陸興業
札幌市中央区南１３条西１１丁目３番２１
号

011-551-6211 本社電話に同じ H26.6.13 H31.6.2 00100014351 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
だいまるほっかいどう
りくそう

大丸北海道陸送㈱ 札幌市清田区真栄４条４丁目１３ー２３ 011-881-1305 011-377-7788 H26.12.25 H31.12.15 00100025656 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩
たいやりさいくるほっ
かいどう

㈱タイヤリサイクル北海道 札幌市東区中沼町４５番地５５ 011-791-5349 本社電話に同じ H22.5.31 H27.5.30 00100054796 プ,金

石狩 たいよう タイヨウ㈱
札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番４
１号

011-891-1101 本社電話に同じ H23.1.22 H27.12.26 00100009147 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,ば

石狩 たいようびそう 太洋美装㈱ 札幌市白石区菊水３条４丁目２番４号 011-841-6755 本社電話に同じ H25.8.9 H30.8.8 00100173202 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 だいりつうんゆ 大立運輸㈱
札幌市白石区流通センター５丁目２番２１
号

011-862-2882 0144-55-2234 H23.7.16 H28.7.15 00100032404 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
だいわかいはつこう
ぎょう

大和開発工業㈱ 札幌市北区新琴似町１００６番４ 011-765-2588 本社電話に同じ H24.3.14 H29.3.13 00100165215 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 だいわぎけん 大和技建㈱ 札幌市東区北２６条東１４丁目１番1号 011-733-1077 011-865-8201 H26.12.17 H31.12.16 00100116487 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいわこんぽう 大和梱包㈱ 札幌市白石区菊水８条４丁目２番２５号 011-814-1111 本社電話に同じ H25.3.27 H30.3.25 00100052903 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 だいわぶつりゅう 大和物流㈱ 大阪府大阪市西区阿波座１丁目５－１６ 06-4968-6355 0123-32-2447 H22.9.12 H27.9.11 00100061570 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 だいわぶつりゅう ㈲大和物流
札幌市白石区中央３条１丁目１番１３号
ファミールミカミＢ－１

011-823-7361 0143-83-2322 H27.3.30 H32.3.29 00100117144 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たかしおれんが ㈲髙塩煉瓦 札幌市東区丘珠町８７２番地１４ 011-786-6408 本社電話に同じ H22.10.20 H27.10.19 00100156915 燃,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば

石狩 たかすぎこうぎょう ㈱髙杉興業 札幌市東区北１９条東４丁目１番５３号 011-711-4061 本社電話に同じ H25.8.2 H30.8.1 00100172899 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たかとう タカトウ㈱ 石狩市花川南４条１丁目１０１番地 0133-75-6880 本社電話に同じ H25.5.9 H30.5.8 00100171858 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たかはし　みやこ 高橋　都
札幌市白石区東札幌２条５丁目２番１５
号

011-821-2786 本社電話に同じ H27.1.27 H32.1.26 00100281729 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
たかはしけんせつこう
ぎょう

㈲高橋建設工業 札幌市南区藤野５条８丁目１３番３１号 011-591-2290 本社電話に同じ H22.9.20 H27.9.19 00100033551 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たかはししょうかい ㈱タカハシ商会
札幌市豊平区中の島１条５丁目１番１８
号

011-887-7672 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00100156383 プ

石狩 たかはしたけし 髙橋　武 石狩郡新篠津村第４７線北１３番地 0126-57-2503 本社電話に同じ H23.3.23 H28.3.22 00100126287 プ,木,繊,金,陶,が
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石狩 たかはしとしお 高橋　利男 札幌市北区屯田９条１０丁目１番３０号 011-771-3448 本社電話に同じ H23.3.23 H28.3.22 00100126257 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
たかはしどぼくこう
ぎょう

㈲高橋土木工業 札幌市北区篠路町上篠路３４５番地１２３ 011-773-1427 本社電話に同じ H24.5.30 H29.5.29 00100085093 プ,木,金,陶,が

石狩
たかはしようせつこう
ぎょうしょ

㈱高橋溶接工業所 札幌市東区東雁来６条３丁目１番７号 011-875-2152 本社電話に同じ H22.1.23 H27.1.19 00100060733 油,プ,紙,木,繊,金,陶

石狩 たかはしりんぎょう 高橋林業㈱ 札幌市中央区北４条西５丁目１番地 011-242-5185 本社電話に同じ H24.4.24 H29.4.16 00100134907 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
たかやかいたいこう
ぎょう

㈲高谷解体工業 石狩市花川北６条５丁目２０２番地 0133-74-0881 本社電話に同じ H24.8.2 H29.7.22 00100097406 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たかやまりょうじ 高山　良次 札幌市東区伏古１２条３丁目５番１３号 011-781-4616 本社電話に同じ H22.11.21 H27.11.20 00100073368 プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 たからうんゆ 宝運輸㈱ 北広島市大曲中央２丁目３番５-３０８号 011-378-4841 011-378-4851 H24.5.30 H29.5.29 00100166248 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
たからそうこうんゆ
さーびす

㈱タカラ倉庫運輸サービス
神奈川県海老名市上今泉３丁目７番ん３
４号

046-231-4770 011-865-0234 H25.7.20 H30.7.19 00100064488 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たぎしけんせつ ㈲田岸建設 千歳市高台１丁目５番６号 0123-22-6926 本社電話に同じ H22.8.17 H27.8.16 00100155796 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たくえい ㈱拓恵 恵庭市住吉町１丁目５番１５号 0123-32-8533 本社電話に同じ H24.5.10 H29.5.9 00100165952 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たぐちこうぎょう ㈲田口興業 石狩市花畔３５２番地２１ 0133-64-3222 本社電話に同じ H26.11.30 H31.11.29 00100055313 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
たくほくのうえんこう
ぎょう

㈲拓北農園工業
札幌市清田区里塚緑ヶ丘１０丁目１２番１
３号

011-581-8866 本社電話に同じ H22.5.24 H27.5.23 00100118416 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たくみぐみ ㈲ＴＡＫＵＭＩ組 札幌市中央区北６条西２０丁目１番２２号 011-215-7465 本社電話に同じ H26.3.13 H31.3.12 00100176046 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たくみそうぎょう 拓美綜業㈱ 千歳市豊里１丁目４番１５号 0123-27-2386 本社電話に同じ H24.10.19 H29.10.18 00100168781 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たくやじつぎょう 拓矢実業㈱ 札幌市厚別区厚別北２条２丁目６番３号 011-893-0931 本社電話に同じ H23.9.28 H28.9.27 00100012919 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 たけうちこうぎょう ㈲竹内工業 札幌市南区藤野６条４丁目３１番１２号 011-592-3732 本社電話に同じ H25.10.18 H30.10.17 00100009701 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たけだうんゆ 武田運輸㈱ 札幌市東区北丘珠２条４丁目２番７号 011-782-5861 本社電話に同じ H26.7.18 H31.7.17 00100178643 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩
たけだけんせつうん
ゆ

㈲武田建設運輸 札幌市手稲区稲穂２条７丁目５番１０号 011-682-2673 本社電話に同じ H23.9.28 H28.9.27 00100042924 木,が

石狩 たけだせいび ㈱武田整備 札幌市東区北２３条東１６丁目３番２６号 011-786-2187 本社電話に同じ H25.1.12 H30.1.11 00100169767 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たけだどぼくこうぎょう ㈱武田土木工業
札幌市東区伏古１４条３丁目１番１１号ド
リームルーストＭ　１－Ａ

011-299-9367 本社電話に同じ H25.7.26 H30.7.25 00100155224 汚,プ,金,陶,が

石狩
たけはなじゃりこうぎょ
うしょ

㈲竹花砂利興業所 石狩市花川南４条４丁目８番地 0133-73-8627 本社電話に同じ H22.9.26 H27.9.25 00100034167 プ,木,ゴ,金,が

収集運搬業（20150331）
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石狩
たけばやしそうごう
さーびす

㈲竹林綜合サービス 札幌市東区中沼町２０番地８６ 011-791-8045 本社電話に同じ H23.4.8 H28.3.27 00100126409 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たけはらしょうかい ㈲竹原商会
札幌市豊平区月寒西１条９丁目１番２２
号

011-858-7080 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.30 00100153906 プ,木,ゴ,金

石狩 たけひろうんゆ 武洋運輸㈲ 札幌市東区東雁来町３５８番地２８ 011-790-4588 本社電話に同じ H26.4.18 H31.4.9 00100110244 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たけべさっぽろ ㈱タケベサッポロ 札幌市東区東雁来町２６２番地３４３ 011-875-3703 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100178164 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ただうんそう ㈲多田運送 札幌市西区八軒２条東３丁目２番８号 011-621-9044 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.29 00100017382 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たぢかこうぎょう ㈱田近工業 札幌市南区川沿７条２丁目１番２７号 011-571-3461 本社電話に同じ H24.7.19 H29.7.18 00100167439 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 たなか ㈱タナカ 札幌市東区北６条東２丁目２番１１号 011-731-0291 本社電話に同じ H24.2.27 H29.2.26 00100004840 汚,油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 たなかこうぎょう ㈱田中興業 札幌市東区東苗穂１０条２丁目２１番８号 011-780-6711 本社電話に同じ H22.6.17 H27.6.5 00100016912 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たなかさんぎょう ㈲田中産業 札幌市東区東雁来８条１丁目１５番３１号 011-790-1933 本社電話に同じ H26.12.6 H27.5.19 00100118160
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば,⑬

石狩 たなかしょうじ ㈱タナカ商事
札幌市白石区菊水上町１条１丁目３２５
番地５

011-815-3601 本社電話に同じ H22.11.30 H27.11.29 00100157456 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩
たなかとーたるさーび
す

㈲タナカトータルサービス
札幌市白石区菊水元町８条３丁目１番２
３号

011-876-1737 本社電話に同じ H24.3.7 H29.3.6 00100133384 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

石狩 たにえこうぎょう ㈲谷江興業 江別市野幌若葉町８番地の４０ 011-383-6813 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.30 00100174054 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たにえさんぎょう 谷江産業㈱ 江別市東野幌本町３番地の１０ 011-382-2468 本社電話に同じ H25.9.13 H30.9.12 00100173577 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たにかわくみ ㈲谷川組 札幌市東区北７条東７丁目１２番地 011-711-1823 本社電話に同じ H24.8.21 H29.8.1 00100136825 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たにけんこうぎょう タニケン工業㈱ 札幌市西区八軒１０条西２丁目４番２０号 011-641-0271 本社電話に同じ H26.4.29 H30.9.27 00100174040 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たにひろこうぎょう 谷洋工業㈱
札幌市中央区北１１条西１９丁目３６－３
６

011-618-1717 本社電話に同じ H22.3.19 H27.3.18 00100153542 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 たまがわぐみ ㈱玉川組 恵庭市相生町２３１番地 0123-33-1133 0123-33-1139 H23.9.1 H28.8.28 00100031584 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 たまきうんゆ ㈲たまき運輸 札幌市東区中沼町２２５番１ 011-790-5888 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.24 00100029116 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たまきさんぎょう ㈲玉木産業 札幌市北区屯田５条７丁目８番２１号 011-772-6812 本社電話に同じ H23.12.13 H28.11.14 00100080703 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たまりゅうつう ㈱多摩流通
東京都西多摩郡日の出町大字平井６番
地１

042-597-7170 本社電話に同じ H23.5.24 H28.5.9 00100074518 プ,金,陶

石狩 たもつ たもつ㈱ 札幌市北区太平１２条４丁目９番１４号 011-772-2339 本社電話に同じ H25.9.30 H30.9.29 00100056134 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 たもりけんしょう ㈲タモリ建商 札幌市豊平区西岡３条１０丁目１番２０号 011-855-0866 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.30 00100182755 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 たるまえこうぎょう ㈱樽前工業 恵庭市戸磯５９６番地６ 0123-34-8003 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.16 00100162807 プ,金,陶,が

石狩 たんくす ㈱タンクス 北広島市朝日町２丁目５番地１ 011-373-2617 本社電話に同じ H26.11.13 H31.10.22 00100114517 汚,酸

石狩 たんばぐみ ㈱丹波組 千歳市本町１丁目１４番地 0123-23-7711 本社電話に同じ H27.7.9 H32.7.8 00100151768 汚,木,金,が

石狩 ちだこうぎょう ㈱千田工業 札幌市清田区北野３条２丁目５番９号 011-885-1577 本社電話に同じ H24.7.1 H29.6.30 00100048958 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 ちっぷせんたー ㈱チップセンター 札幌市北区新琴似５条１３丁目２番９号 011-766-8488 本社電話に同じ H24.4.13 H29.4.12 00100083809 木

石狩
ちとせえいせいはい
すいこうしゃ

㈱千歳衛生排水公社 千歳市大和１丁目９番３号 0123-23-2646 本社電話に同じ H25.11.27 H30.11.19 00100107563 汚

石狩 ちとせけんせつ 千歳建設㈱ 千歳市流通１丁目３－１ 0123-27-5588 011-377-8228 H26.6.29 H31.6.28 00100019966 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ちとせじどうしゃうんゆ 千歳自動車運輸㈱ 千歳市北信濃７８２番地２５ 0123-23-4348 本社電話に同じ H26.6.30 H31.6.29 00100019234 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 ちひろこうぎょう ㈲千広工業
札幌市西区八軒４条東４丁目３番１－６０
６号

011-612-6720 本社電話に同じ H26.5.13 H31.5.12 00100110974 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ちゅうおうこんぽううん
ゆ

㈱中央梱包運輸 東京都杉並区高円寺南４丁目２９番１号 03-3311-7977 本社電話に同じ H24.12.6 H29.12.5 00100051742 プ,紙,木,金,陶

石狩 ちゅうおうぞうえん ㈱中央造園 千歳市朝日町４丁目２５番地 0123-23-3708 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100143808
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 ちゅうおうぶつりゅう ㈲中央物流
札幌市白石区東札幌２条５丁目９番１５
号

011-825-7700 本社電話に同じ H22.5.18 H27.4.27 00100069278 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ちょうえいつうけん ㈱長栄通建
札幌市西区八軒１０条西１２丁目２番５８
号

011-613-7611 本社電話に同じ H25.9.13 H30.9.12 00100173719 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ちょくしんとらんす
ぽーと

㈱チョクシントランスポート 札幌市清田区北野３条１丁目９番２６号 011-881-0234 本社電話に同じ H23.12.29 H28.11.25 00100044040 汚,陶,が

石狩 ちよだうんゆ 千代田運輸㈱ 恵庭市黄金南１丁目３１３番地の１１ 0123-32-2415 本社電話に同じ H26.7.10 H31.6.29 00100017799 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 つうけんあくてぃぶ ㈱つうけんアクティブ 石狩市花川南８条５丁目３２番１号 0133-74-9600 本社電話に同じ H26.5.21 H31.5.20 00100177601 プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 つきさむうんゆ 月寒運輸㈱
札幌市白石区流通センター５丁目３番４５
号

011-863-2277 本社電話に同じ H22.4.27 H27.4.26 00100012918 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 つたいそうこ 蔦井倉庫㈱
札幌市西区二十四軒３条１丁目２番５４
号

011-613-2110 本社電話に同じ H25.5.29 H30.5.28 00100142627 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 つちやまぐみ ㈱土山組 札幌市豊平区平岸１条１６丁目８番７号 011-841-7288 本社電話に同じ H26.2.1 H31.1.31 00100175772 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 つとむけんせつ ㈱勉建設 札幌市北区屯田６条１０丁目７番３０号 011-774-0450 本社電話に同じ H27.4.24 H27.10.27 00100122296 汚,アプ,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 つばさ ㈲翼
札幌市東区東苗穂１０条２丁目１５番１３
号

011-790-5100 本社電話に同じ H26.5.20 H31.5.19 00100177603 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 つぼやこうぎょう ㈲ツボヤ工業 札幌市東区北４２条東１７丁目６番１号 011-782-0409 本社電話に同じ H27.1.9 H32.1.8 00100119311 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 てぃあいけい ㈲ＴＩＫ 札幌市手稲区曙５条３丁目１２番１０号 011-681-6194 本社電話に同じ H24.2.25 H29.2.24 00100133361 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ていあいこうぎょう ㈲テイ・アイ工業 札幌市白石区川北２条３丁目８番２７号 011-873-6198 本社電話に同じ H26.9.27 H31.9.26 00100179667 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
でぃーえいちえるさぷ
らいちぇーん

ＤＨＬサプライチェーン㈱ 東京都品川区北品川４丁目７番３５号 03-5792-9695 本社電話に同じ H27.2.18 H32.2.17 00100115132 プ,金,陶

石狩 てぃーえすえあ ㈱ティーエスエアライン 千歳市北信濃８７１番地３２ 0123-22-2730 本社電話に同じ H24.1.31 H29.1.25 00100133306 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
てぃーえむえすこう
ぎょう

㈱ＴＭＳ工業 札幌市東区伏古８条２丁目５番１９号 011-788-1250 本社電話に同じ H22.6.1 H27.5.31 00100154598 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠
てぃーえむかんぱ
にー

㈱ティー・エムカンパニー 札幌市手稲区手稲山口２９１番地 011-686-2111 本社電話に同じ H26.5.14 H31.5.13 00100109971 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 てぃーえむぎけん ㈱ＴＭ技建 札幌市豊平区月寒東２条８丁目５番１号 011-855-2244 本社電話に同じ H26.5.3 H31.5.2 00100109784
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば,⑬

石狩 てぃーけーあーる ㈱Ｔ．Ｋ．Ｒ 札幌市北区篠路町拓北３１番４０８ 011-776-6998 本社電話に同じ H24.10.26 H29.10.25 00100168783 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
てぃーけーいのべー
しょん

㈱Ｔ・Ｋ－イノベーション
札幌市白石区菊水元町４条１丁目２番１
号

011-876-2211 本社電話に同じ H23.10.4 H28.10.3 00100161992 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 てぃーしーくりーん ティーシークリーン㈱
札幌市北区新琴似１０条１１丁目１－７－
１０４

011-214-9425 本社電話に同じ H25.4.23 H30.4.22 00100171409 汚,プ,紙,繊,金,陶,が

石狩 てぃーず　ぐるーぷ ㈱Ｔ’ｓ　Ｇｒｏｕｐ 札幌市東区北４５条東１０丁目５番５号 011-299-9197 本社電話に同じ H26.8.28 H31.8.27 00100178939 汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

石狩 てぃーばいてぃー ㈲ティーバイティー 札幌市西区西町南１丁目２番１５号 011-668-6700 本社電話に同じ H25.5.9 H30.5.8 00100171859 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 てぃーまいんど ㈱Ｔ．ＭＩＮＤ 札幌市北区新川３条３丁目３番４１号 011-790-7019 本社電話に同じ H26.3.12 H31.3.11 00100176618 プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩
てぃーゆーさっぽろも
りた

㈱Ｔ・Ｕ ＳＡＰＰＯＲＯ ＭＯＲＩＴ
Ａ

札幌市清田区平岡２条３丁目６番３５号 011-883-4032 本社電話に同じ H27.6.16 H32.6.5 00100070052 プ,金,陶

石狩 てぃえすうんゆ ㈱ＴＳ運輸 北広島市東共栄２丁目１番地１１ 011-373-7221 本社電話に同じ H26.10.15 H31.9.30 00100151018 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 てぃえふかんぱにー ㈲ティ・エフカンパニー
札幌市手稲区西宮の沢４条１丁目３番１
６号

011-671-9350 本社電話に同じ H22.7.16 H27.7.8 00100119824 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ていしょう ㈱逞匠
札幌市厚別区上野幌３条２丁目１１番１８
号

011-896-1995 本社電話に同じ H25.4.2 H30.4.1 00100171412 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 てぃむず ㈱ティムズ
札幌市中央区北４条西２７丁目１－１１セ
イ円山１Ｆ右

011-631-8837 本社電話に同じ H27.4.9 H32.4.8 00100182530 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠 てーあいしょうじ ㈲テーアイ商事 江別市豊幌３１番地の１ 011-382-2844 本社電話に同じ H25.12.12 H30.12.11 00100057236 油,酸,ア,プ,金,陶
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石狩 でーたべーす ㈱データベース 札幌市北区北７条西５丁目８番５号 011-726-7661 本社電話に同じ H25.7.16 H30.7.15 00100004497 汚

石狩 でぐちしょうかい ㈱出口商会 江別市一番町３３番地の５ 011-381-7097 本社電話に同じ H26.7.2 H31.7.1 00100178102 汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 でぐちただのり 出口　忠識
江別市一番町３３番地の５　セントラルリ
ヴァー１の２

011-381-7097 本社電話に同じ H21.10.31 H26.10.30 00100151608 汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 てくの ㈱テクノ 小樽市石山町２０番９号 0134-29-5951 本社電話に同じ H27.6.6 H32.5.1 00100069466
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩
てくのまるちねっと
わーく

㈲テクノマルチネットワーク
札幌市中央区北１０条西１５丁目１番地５
７

011-213-9301 011-624-3773 H22.8.24 H27.8.23 00100156055 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 てずかでんさーびす ㈲テズ家電サービス
札幌市北区あいの里２条６丁目３番５－
３０１号

011-778-2789 本社電話に同じ H25.9.4 H30.8.15 00100144343 プ,紙,木,金,陶

石狩 てむずりょっかきかく ㈲テムズ緑化企画 北広島市島松３９０番地 011-376-3438 本社電話に同じ H24.12.13 H29.12.12 00100169274 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,体

石狩 てりおこーえい テリオコーエイ㈱ 札幌市東区東苗穂３条１丁目３番２２号 011-782-3060 本社電話に同じ H23.4.28 H28.4.27 00100159561 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 てんまこうぎょう ㈱天馬工業
札幌市白石区東札幌５条３丁目２番３２
－８０２号

011-837-6666 本社電話に同じ H26.3.25 H31.3.24 00100147983 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 とうあうんゆ 東亜運輸㈲ 石狩市新港西１丁目７０２番地７ 0133-73-1611 本社電話に同じ H25.9.13 H30.9.12 00100008722 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠
とうあけんざいこう
ぎょう

東亜建材工業㈱ 千歳市寿３丁目１１番２６号 0123-22-3936 01235-9-3219 H23.6.29 H28.6.28 00110031223
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,ば,プ,ゴ,
金,陶,が

有り

石狩 とうえいうんそう ㈱東栄運送 北広島市大曲工業団地１丁目３番地１８ 011-377-6477 本社電話に同じ H26.11.19 H31.11.18 00100180508 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どうえいさんぎょう ㈲道栄産業 札幌市白石区北郷３条８丁目３番１９号 011-874-7678 本社電話に同じ H25.5.29 H30.5.23 00100003513
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 どうおうえいせい 道央衛生㈱ 江別市工栄町６番地３ 011-383-9080 本社電話に同じ H26.6.3 H31.6.2 00110014656
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞

有り

石狩
どうおうかいたいこう
ぎょう

道央解体工業㈲ 北広島市西の里９２９番地８ 011-375-3811 0144-83-6801 H24.5.15 H29.5.14 00100048034 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

石狩 どうおうかがく ㈲道央化学 札幌市中央区北２条東１０丁目１５番地４ 011-231-0187 本社電話に同じ H22.4.1 H27.3.31 00100005092 燃,汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

石狩 どうおうかんきょう 道央環境㈱ 札幌市清田区平岡８条３丁目９番１０号 011-884-6999 本社電話に同じ H25.4.24 H30.4.17 00100103246 陶,が

石狩
どうおうかんきょうせ
んたー

㈱道央環境センター 恵庭市本町２７番地 0123-34-0740 本社電話に同じ H26.8.11 H31.8.10 00100020421
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が,
ば,⑬

石狩
どうおうけんせつこう
ぎょう

道央建設工業㈱
札幌市白石区菊水元町５条３丁目４番３
号

011-879-4444 本社電話に同じ H24.10.30 H29.10.29 00100169080 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 どうおうこうさん 道央興産㈲ 石狩市花川南５条２丁目１０２番地 0133-73-9779 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009896 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 とうおうさんぎょう 東央産業㈱ 札幌市北区新琴似７条１３丁目６番３０号 011-761-2732 本社電話に同じ H25.7.25 H30.7.9 00100143215 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩
どうおうしげんかいは
つ

㈲道央資源開発 札幌市東区中沼町６２番地７９ 011-791-2550 本社電話に同じ H23.1.15 H28.1.14 00100097769 油,プ,木,金,陶,が

石狩
どうおうじょうかこう
ぎょう

㈲道央浄化工業 恵庭市白樺町１丁目１８番５ 0123-39-2759 本社電話に同じ H26.3.11 H31.3.10 00100106959
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が,ば

石狩
どうおうどうろこうぎょ
う

㈱道央道路工業 恵庭市相生町２３１番地 0123-33-8189 0123-32-3483 H25.9.8 H30.9.7 00100008428 汚,プ,木,陶,が

石狩
どうおうとらっくゆそう
きぎょうくみあい

道央トラック輸送企業組合 札幌市東区北９条東１丁目２番２２号 011-711-1203 本社電話に同じ H24.8.8 H29.8.7 00100097973 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どうおうほどう 道央舗道㈱
札幌市白石区平和通１１丁目北９番２０
号

011-864-6740 本社電話に同じ H23.6.30 H28.6.29 00100128480 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 とうかいうんゆ 東海運輸㈱
札幌市豊平区月寒東４条１６丁目４番２５
号

011-852-2184 本社電話に同じ H26.6.15 H31.6.14 00100018641 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
とうかいけんせつこう
ぎょう

東海建設工業㈱
札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目１９番
２９号

011-662-1276 本社電話に同じ H23.7.15 H28.7.14 00100018526 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
とうかいさーびすせん
たー

㈱東海サービスセンター
愛知県名古屋市北区楠味鋺５丁目２５２
５番地

052-903-1290 011-860-1121 H26.12.9 H31.12.8 00100150187 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どうきょうけんせつ 道協建設㈱ 札幌市中央区北１６条西１６丁目１番２号 011-716-6455 本社電話に同じ H23.1.13 H28.1.12 00100121792 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 とうけん ㈱東建
宮城県仙台市宮城野区銀杏町３９番２０
号

022-231-6920 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100077202 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 とうこうかいうん 東興海運㈱
神奈川県横浜市泉区上飯田町９８４番地
１３

045-951-9114 011-398-7525 H26.1.9 H31.1.6 00100141520 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どうこうかも 道興加茂㈱ 札幌市南区川沿１７条２丁目４番１号 011-573-2322 本社電話に同じ H22.8.1 H27.7.31 00100017301 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 とうこうほそう 東光舗装㈱ 江別市東光町４５番地３ 011-384-5170 本社電話に同じ H23.5.11 H28.5.10 00100159980 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 優
とうしばかんきょうそ
りゅーしょん

東芝環境ソリューション㈱
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１丁
目１番地３２

045-440-6422 本社電話に同じ H26.11.16 H31.11.15 00100000343 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 とうしょうこうぎょう ㈲藤祥工業 札幌市北区拓北５条４丁目６番１号 011-775-2444 本社電話に同じ H25.4.12 H30.4.11 00100103247 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

石狩 とうしんこうぎょう 東神工業㈱
札幌市厚別区上野幌２条５丁目１番２０
号

011-895-5011 本社電話に同じ H25.11.15 H30.11.14 00100145603 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 とうせいけんせつ 東成建設㈱ 東京都新宿区天神町６４番地 03-3269-3847 011-879-8500 H25.5.10 H30.4.22 00100142141 汚,が

石狩 とうだこうじ 任田　孝二 札幌市北区新琴似６条５丁目５番７号 011-763-0256 本社電話に同じ H27.5.9 H32.5.8 00100069164 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 どうどうかがく ㈱道央化学 札幌市中央区北２条東１０丁目１５番地４ 011-231-0187 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.26 00100164956 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,ゴ,金,陶

石狩 どうとうんゆ 道都運輸㈱ 札幌市白石区本通１４丁目北１番３７号 011-865-4921 本社電話に同じ H22.9.20 H27.9.19 00100033552 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どうなんえーす ㈲道南エース 北広島市希望ヶ丘１丁目２番地３ 011-377-7288 本社電話に同じ H24.3.31 H29.3.30 00100165389 プ,紙,木,繊,金,陶,が

収集運搬業（20150331）
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石狩 とうぶうんゆ ㈱東部運輸
札幌市清田区里塚緑ヶ丘８丁目９番５５
号

011-881-8883 本社電話に同じ H22.9.29 H27.9.28 00100013845 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 とうぶせいそう ㈱東部清掃
札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２１
号

011-851-9743 011-372-4649 H22.7.23 H27.7.22 00100005336
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

石狩 とうぶつうしょう ㈱東武通商 札幌市白石区川下２０８８番地４２ 011-873-5233 本社電話に同じ H23.10.6 H28.9.25 00100130282 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 とうべつせいそうしゃ ㈲当別清掃社 石狩郡当別町若葉５１５番地 01332-2-3050 本社電話に同じ H26.5.29 H31.5.28 00110020197 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体 有り

石狩 どうほうこうぎょう 道邦工業㈱ 札幌市東区東苗穂５条１丁目６番３６号 011-782-1511 本社電話に同じ H23.6.30 H28.6.29 00100160722 プ,木,金,陶,が

石狩 とうほけんせつ 東舗建設㈱ 札幌市東区北３８条東１９丁目１番３１号 011-782-4151 本社電話に同じ H25.2.6 H30.2.5 00100170522 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 どうみんうんゆ 道民運輸㈱ 札幌市東区苗穂町２丁目１番３０号 011-711-3221 本社電話に同じ H27.5.20 H32.5.19 00100118498 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 どうゆうけんせつ 道雄建設㈱ 札幌市南区川沿１２条３丁目６番５号 011-571-2077 本社電話に同じ H22.8.31 H27.8.30 00100120436 汚,プ,木,金,陶,が

石狩
とうようろーどめんて
なんす

東洋ロードメンテナンス㈱ 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号 011-642-8211 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100006918 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どうりつこうぎょう 道立工業㈱ 札幌市北区太平２条３丁目２番６号 011-398-3993 本社電話に同じ H25.8.28 H30.8.18 00100105394 汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 どうりんうんゆ 道輪運輸㈱ 千歳市豊里２丁目１２番地２ 0123-24-7221 本社電話に同じ H25.3.15 H30.3.5 00100102463 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どうろうんゆ 道路運輸㈲ 恵庭市牧場２１９番１ 0123-33-3211 本社電話に同じ H24.6.23 H29.6.22 00100008260 油,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 どうろこうぎょう 道路工業㈱ 札幌市中央区南８条西１５丁目２番１号 011-561-2251 本社電話に同じ H27.1.26 H32.1.25 00100017984 汚,木,陶,が

石狩 どうわこうぎょう ㈲道和興業 札幌市東区中沼町９６番３０ 011-791-5484 本社電話に同じ H23.10.19 H28.10.18 00100080051 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
とーえいえんじにあり
んぐ

㈲トーエイ・エンジニアリング 札幌市豊平区平岸８条１２丁目２番３１号 011-812-8951 本社電話に同じ H27.2.11 H32.2.10 00100153239 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 とーこーおぺれいと ㈲トーコーオペレイト 札幌市東区東苗穂１１条２丁目２３番６号 011-792-3435 本社電話に同じ H24.4.13 H29.4.12 00100134730 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 とーしんこうぎょう トーシン興業㈱ 石狩郡当別町対雁４２２番地１ 0133-23-2572 本社電話に同じ H25.1.25 H30.1.7 00100051879
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば

石狩 とーたるうんゆ ㈱トータル運輸 札幌市北区新川西１条７丁目６番１号 011-763-8800 本社電話に同じ H24.5.19 H29.5.18 00100135537 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 とーたるきかく トータル企画㈱ 札幌市北区新川西１条７丁目６番１号 011-788-3001 011-685-6856 H22.12.25 H27.12.24 00100157871 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 とーたるわーく ㈲トータルワーク 札幌市北区屯田町７４５番地 011-774-5453 本社電話に同じ H26.5.14 H31.5.13 00100177142 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どーとしざい ㈱ドート資材 札幌市白石区本通１４丁目北１番３７号 011-866-7212 本社電話に同じ H25.6.25 H30.6.24 00100057732 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 どきこうぎょう ㈲土岐工業 札幌市清田区清田７条４丁目１１番６２号 011-885-4503 本社電話に同じ H23.10.13 H28.10.12 00100137844 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 とだうんゆ ㈱戸田運輸 千歳市上長都１０３９番地 0123-23-2669 本社電話に同じ H23.12.19 H28.12.18 00100081668 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 とっぷらいんず ㈱トップラインズ
札幌市厚別区厚別中央４条２丁目２０番
１３号

011-876-8563 本社電話に同じ H24.1.26 H29.1.25 00100164295 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠 とみざわけんざい ㈲冨澤建材 札幌市東区北４８条東１９丁目１番１１号 011-784-5331 本社電話に同じ H24.12.15 H29.11.17 00100050427 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 とよしませいそう ㈲豊島清掃 石狩郡当別町対雁３９番地 0133-23-2877 本社電話に同じ H26.1.15 H30.12.8 00100146049 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 とよつうりさいくる 豊通リサイクル㈱ 神奈川県綾瀬市大上１丁目５５番地 0467-70-7461 本社電話に同じ H23.4.28 H28.4.27 00100060344 プ,金

石狩 とよひらうんゆきこう 豊平運輸機工㈱ 札幌市西区発寒１０条１３丁目１番１号 011-661-7849 本社電話に同じ H26.12.11 H31.12.10 00100012917 陶,鉱

石狩 とよひらこうえき 豊平公益㈱
札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２１
号

011-851-6221 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.30 00100001241
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

石狩 とらんしす ㈱トランシス 千歳市泉沢１００７番地１８４ 0123-28-5000 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.22 00100117148 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩
とらんすぽーと・えふ・
えー

㈲トランスポート・F・Ａ
札幌市西区発寒７条５丁目１１番３０－３
０１号

011-666-8335 0144-57-7500 H26.9.30 H28.3.30 00100157460
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩 どりーむかんこうばす ㈱ドリーム観光バス 札幌市東区本町２条８丁目２番６号 011-784-7700 本社電話に同じ H27.4.1 H32.3.31 00100153887 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 どりーむそうぎょう ㈲ドリーム総業 江別市新栄台６番地の１２ 011-826-6312 本社電話に同じ H27.3.30 H32.3.29 00110116849 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩 とりき ㈲鳥木 札幌市南区澄川６条７丁目３番１９号 011-582-7125 本社電話に同じ H23.1.5 H28.1.4 00100157937 プ,金,陶

石狩 どれいんめんてっく ドレインメンテック㈱ 札幌市中央区大通西１４丁目１番地 011-261-1616 011-376-6512 H23.2.23 H28.2.22 00100123163 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
どんりーすあんどれ
んたる

㈱ドン・リースアンドレンタル 札幌市北区北２６条西４丁目２２番 011-707-6644 本社電話に同じ H25.3.7 H30.3.5 00100052606 酸,ア,プ,金,陶

石狩 ないえきたじうんゆ 奈井江北自運輸㈱
札幌市白石区流通センター５丁目２番２７
号

011-861-8336 本社電話に同じ H26.4.30 H31.4.7 00100110099 汚,酸,ア

石狩 なおやまみちこ 直山　美智子 石狩市花川北１条２丁目２３４番地 0133-77-7223 本社電話に同じ H26.7.5 H31.7.4 00100178319 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ながおかしょうてん ㈲永岡商店 石狩市花川南２条４丁目２４２番地 0133-73-2526 本社電話に同じ H22.8.2 H27.8.1 00100032642 プ,木,金,陶,が

石狩
なかさとけんせつうん
ゆ

中里建設運輸㈱ 恵庭市黄金南１丁目３１３番地の３７ 0123-33-8110 本社電話に同じ H27.7.24 H32.7.23 00100032232 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

石狩
なかじまこーぽれー
しゅん

㈲中島コーポレーション 札幌市西区八軒１０条西１丁目２番３号 011-614-3825 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100134892 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ながしまりーすさん
ぎょう

㈱長嶋リース産業 北広島市大曲７７０番１８号 011-376-4610 本社電話に同じ H25.3.15 H30.3.14 00100170843 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩
なかじょうけんせつこ
うぎょう

中定建設工業㈱ 札幌市南区定山渓温泉東４丁目５４番地 011-598-2181 011-596-4211 H22.7.29 H27.7.28 00100015653 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ながねさんぎょう 長根産業㈱ 札幌市北区篠路７条４丁目２番１０号 011-771-0854 本社電話に同じ H22.9.7 H27.9.5 00100072104
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 なかのけんせつ ナカノ建設㈱ 札幌市豊平区福住２条５丁目７番１７号 011-852-7756 本社電話に同じ H26.8.14 H31.8.13 00100063160 汚,プ,木,が

石狩 なかはらこうぎょう ㈲中原興業 札幌市白石区北郷３条２丁目１１番７号 011-871-5843 本社電話に同じ H23.10.5 H28.9.26 00100080049 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 なかみちしょうてん ㈲中道商店 札幌市南区石山３条６丁目７番７号 011-592-4635 本社電話に同じ H23.9.18 H28.9.17 00100025783 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 なかむらうんそう 中村運送㈱ 札幌市白石区米里１条４丁目３番４５号 011-874-1311 本社電話に同じ H26.3.19 H31.3.18 00100002300 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 なかむらぶつりゅう ㈲中村物流 札幌市西区八軒６条西４丁目１番２０号 011-611-4880 本社電話に同じ H25.11.27 H30.11.26 00100058315 プ,紙,木,残,金,陶

石狩 なかめさんぎょう ㈲中目産業 石狩市花畔２条１丁目２０番地 0133-76-6058 本社電話に同じ H23.3.11 H28.2.2 00100125031 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 なかやすひでふみ 中安　英文 千歳市春日町４丁目３番６号 090-8901-7510 本社電話に同じ H25.4.17 H30.4.16 00100171410 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

石狩 なびこーぽれーしょん ㈲ナビコーポレーション 札幌市豊平区平岸６条１７丁目１番２号 011-824-1300 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.21 00100105847 プ,金,陶

石狩 なるみ ㈱ナルミ 札幌市清田区真栄１条２丁目３４番２号 011-883-0767 本社電話に同じ H23.12.20 H28.6.27 00100160630 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 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 H22.9.23 H27.9.22 00100109473 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 なんしんけんせつ 南進建設㈱ 札幌市南区石山１条１丁目８１番地３６ 011-581-2368 本社電話に同じ H25.12.3 H30.12.2 00100009149 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 なんせい ㈱ナンセイ 東京都江戸川区中葛西５丁目２０番７号 03-3877-5026 本社電話に同じ H23.7.27 H28.7.26 00100002520 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 にいださんぎょう 新井田産業㈱
札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目４番４５
号

011-665-2275 本社電話に同じ H23.8.10 H28.8.9 00100078797 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にいのたくや 新野　卓也 夕張郡長沼町あかね１丁目６番４号 011-788-5792 本社電話に同じ H25.6.4 H30.6.3 00100172161 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にこうぶつりゅう ㈲荷興物流 恵庭市北柏木町２丁目６番１３号 0123-33-5525 本社電話に同じ H26.6.26 H31.6.2 00100111139 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にしうちこうぎょう ㈱西内工業 札幌市手稲区前田３条９丁目３番１２号 011-694-7371 本社電話に同じ H27.2.26 H32.2.25 00100182186 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にしおかそうぎょう 西岡総業㈱
札幌市豊平区西岡２条１１丁目２５番１８
号

011-581-5851 本社電話に同じ H23.6.21 H28.6.10 00110023396 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩 にしぐみ ㈱西組 札幌市豊平区福住１条７丁目５番１２号 011-853-2817 本社電話に同じ H25.5.8 H30.5.7 00100171855 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にしじまいさむ 西島　勇 札幌市北区北２４条西１９丁目４番２８号 011-737-3641 本社電話に同じ H22.6.9 H27.6.8 00100030840 プ,金,陶
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石狩 優 にししょうてん ㈱西商店 東京都大田区池上６丁目２８番地５号 03-3754-2441 本社電話に同じ H25.12.14 H32.12.13 00100000688 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にしだぎけん ㈲西田技建 札幌市豊平区福住２条６丁目５番１９号 011-852-5997 本社電話に同じ H22.9.17 H27.9.16 00100156600 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
にしにほんえあ・
うぉーたーぶつりゅう

西日本エア・ウォーター物流
㈱

大阪府摂津市鳥飼上３丁目５番３号 072-654-5641 本社電話に同じ H25.3.15 H30.3.14 00100168504 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩
にしやまじゅうきこう
ぎょう

㈲西山重機興業
札幌市厚別区厚別西２条１丁目２番２６
号

011-891-6027 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.24 00100162682 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にちえいうんゆ 日栄運輸㈱ 石狩市新港西１丁目７００番地６ 0133-73-2071 本社電話に同じ H26.11.6 H31.11.5 00100062281 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 にちえいけんせつ ㈱日栄建設
札幌市厚別区厚別西１条１丁目１番５０
号

011-892-4517 本社電話に同じ H25.1.12 H30.1.11 00100169843 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にちえいさんぎょう 日栄産業㈱ 東京都大田区京浜島３丁目５番２号 03-3790-7400 本社電話に同じ H26.4.25 H31.4.24 00100022699 汚

石狩 にちだんこうぎょう ㈲ニチダン工業 札幌市白石区北郷２条３丁目４番１０号 011-875-8251 本社電話に同じ H25.9.26 H30.9.25 00100106410
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

石狩 にちどうこうぎょう ㈱日道工業 札幌市白石区北郷８条８丁目８番１７号 011-875-2936 本社電話に同じ H25.7.10 H30.7.9 00100103215 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にちなんつうしょう ㈲日南通商 札幌市手稲区前田１３条１０丁目４番１２ 011-682-5496 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.30 00100068461 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
にっかいこーぽれー
しょん

㈱ＮＩＫＫＡＩコーポレーション 札幌市手稲区前田６条９丁目１０番２０号 011-699-7060 本社電話に同じ H24.3.30 H29.3.29 00100134356 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
にっかはんえいしげ
んさいせい

日華繁栄資源再生㈱
札幌市手稲区前田７条１２丁目３番９－３
０２

011-684-3140 本社電話に同じ H24.9.22 H29.9.21 00100167668 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にっかん ㈱にっかん
札幌市豊平区月寒東２条１８丁目１２番３
号

011-854-5148 本社電話に同じ H26.5.10 H31.4.22 00100108268
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩 にっきょー ㈱ニッキョー 札幌市東区北１２条東４丁目２番１５号 011-704-2300 本社電話に同じ H23.10.25 H28.9.28 00100129883 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
にづくこんぽうるーと
さーびす

㈱荷造梱包ルートサービス 札幌市西区発寒１０条６丁目１番１号 011-661-2416 本社電話に同じ H24.4.28 H29.4.19 00100084149 プ,紙,ゴ,金,陶

石狩 にっけんかいはつ 日建開発㈱ 恵庭市駒場町６丁目１番３号 0123-32-2305 0123-33-9430 H22.11.15 H27.11.14 00100123264 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
にっしょうけんせつこ
うぎょう

㈲日勝建設工業 千歳市清流２丁目３番９号 0123-23-8141 本社電話に同じ H23.1.7 H28.1.6 00100158084 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にっしょうこうぎょう 日彰工業㈱
札幌市厚別区厚別西５条２丁目１番１２
号

011-801-8254 本社電話に同じ H25.9.4 H30.9.3 00100173682
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩 にっしんきこう 日伸機工㈲ 札幌市南区藻岩下４丁目１番５号 011-582-0789 本社電話に同じ H23.12.21 H28.11.7 00100081055
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,繊,残,ゴ,金,陶,糞,
体,ば

石狩 にっしんけんせつ ㈱日伸建設 札幌市豊平区美園３条３丁目１番２７号 011-820-6730 本社電話に同じ H24.2.24 H29.2.23 00100164848 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にっせいさんぎょう 日生産業㈱ 札幌市白石区北郷７条４丁目１番１９号 011-873-5155 本社電話に同じ H24.8.31 H29.8.30 00100142009 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 にっせんこうぎょう 日千工業㈱ 千歳市東郊２丁目２番２０号 0123-24-5558 本社電話に同じ H27.2.20 H32.1.28 00100152935 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にったい ㈱ニッタイ 江別市錦町５１番地の２５ 011-385-6881 本社電話に同じ H26.4.21 H31.4.20 00100060297
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

石狩
にっちゅうこうりゅう
さーびすせんたー

日中交流ｻｰﾋﾞｽセンター㈱
東京都豊島区南大塚2-2５-1５South新
大塚ビル11階

03-5940-7290 本社電話に同じ H23.11.17 H28.11.16 00100160242 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
にっつうさっぽろうん
ゆ

日通札幌運輸㈱
札幌市白石区流通センター５丁目３番１５
号

011-861-8116 本社電話に同じ H26.2.24 H31.2.23 00100058929 汚,酸,プ,木,金,陶,が

石狩
にっつうさっぽろりゅう
つうさーびす

日通札幌流通サービス㈱ 札幌市中央区北１０条西１６丁目１番２号 011-631-1173 本社電話に同じ H24.10.4 H29.9.20 00100138293 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,体

石狩 につとめんてなんす ㈱ニツトメンテナンス 札幌市白石区南郷通４丁目北４番２０号 011-863-6870 011-875-8878 H22.10.7 H27.10.6 00100121637 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 にほんえいせい 日本衛生㈱ 札幌市清田区平岡１条１丁目１番４０号 011-888-0122 本社電話に同じ H23.8.19 H28.8.2 00100077306
燃,汚,油,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体

石狩 にほんかもつてつどう 日本貨物鉄道㈱ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目３３番８号 03-5367-7398 011-737-2717 H25.12.13 H30.12.12 00100004578
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 🏠 にほんくりーん ㈲日本クリーン
札幌市中央区南１条西２２丁目１番３号
マックスビル

011-633-9390 本社電話に同じ H23.7.12 H28.7.11 00100039648
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

石狩 にほんこくどかいはつ 日本国土開発㈱ 札幌市清田区清田２条２丁目５番１０号 011-883-2143 本社電話に同じ H25.2.14 H30.2.13 00100170688
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が

石狩 にほんしげんぎじゅつ 日本資源技術㈱ 北広島市大曲工業団地３丁目６番地１ 011-376-4440 本社電話に同じ H25.10.16 H30.10.9 00110056300 汚,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩
にほんしんたにたい
やさんぎょう

㈲日本新谷タイヤ産業 札幌市手稲区手稲前田５３７番４７ 011-676-6264 本社電話に同じ H26.11.27 H31.11.26 00100180763
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 にほんていえん ㈱日本庭園 札幌市手稲区前田９条１１丁目５番３０号 011-684-2458 本社電話に同じ H24.1.11 H29.1.10 00100163846 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にほんどうろ 日本道路㈱ 東京都港区新橋１丁目６番５号 03-3571-4891 本社電話に同じ H25.8.29 H30.8.2 00100000280 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 にほんとしょゆそう 日本図書輸送㈱ 東京都江東区新木場１丁目１８番１０号 03-3943-3731 本社電話に同じ H25.3.7 H30.3.5 00100054635 プ,ゴ,金,陶

石狩
にほんりょくちかいは
つ

日本緑地開発㈱ 札幌市清田区清田２条２丁目５番１０号 011-885-6011 本社電話に同じ H25.9.3 H30.9.2 00100173581 プ,ゴ,金,陶

石狩
にゅーくりーんこうぎょ
う

㈱ニュークリーン興業 江別市上江別東町３番地３３ 011-385-3050 本社電話に同じ H25.11.19 H30.11.18 00100174694 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 にれうんゆ ニレ運輸㈱ 札幌市東区北丘珠１条２丁目５９０番地１ 011-783-7368 本社電話に同じ H24.3.24 H29.3.8 00100134156 汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 にわじゅうけん ㈲にわ住建 札幌市北区屯田５条６丁目８番９号 011-772-4211 本社電話に同じ H24.1.12 H29.1.11 00100163845 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ぬまたこうむてん ㈱沼田工務店 札幌市東区北１１条東１４丁目２番３号 011-721-3405 本社電話に同じ H23.5.11 H28.4.26 00100076169 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ねくすこめんてなんす
ほっかいどう

㈱ネクスコ・メンテナンス北海
道

札幌市白石区北郷２条１４丁目３番１８号 011-874-9002 本社電話に同じ H24.10.2 H29.10.1 00100098876 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 ねくすと ㈱ネクスト 北広島市大曲工業団地５丁目３番地２ 011-370-5150 本社電話に同じ H23.9.22 H28.9.21 00100161998
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

石狩 ねくすとりさいくる ㈱ネクストリサイクル 札幌市白石区本通２１丁目北１番１７号 011-211-5000 本社電話に同じ H25.5.17 H30.5.16 00100171853 油,プ,紙,木,ゴ,金,陶

石狩 ねつこうしゃ ㈲熱工社 札幌市東区東苗穂８条３丁目４番１０号 011-785-2000 本社電話に同じ H23.4.14 H28.3.16 00100126074 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
のうじくみあいほうじ
んどうおうようけい

農事組合法人道央養鶏 千歳市駒里２２９２番地 0123-24-2810 本社電話に同じ H24.1.31 H28.12.6 00100080702 残,固,糞,体

石狩 のーすいんてっく ㈲ノースインテック
札幌市東区北１６条東５丁目２２７番地６
宮川ビル１Ｆ

011-742-7500 本社電話に同じ H27.6.14 H32.6.13 00100119091 プ,木,金,陶,が

石狩 のーすさーびす ㈲ノースサービス 札幌市北区新川６４５番地４ 011-788-4422 本社電話に同じ H25.9.6 H30.9.5 00100173683 汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 のーすじにあす ㈱ノースジニアス
札幌市豊平区平岸３条５丁目４番２２－２
０７号

011-816-1031 011-873-8828 H26.10.11 H31.10.10 00100179985 プ,紙,木,繊,金,陶

石狩
のーすべすとふぁー
む

ノース・ベスト・ファーム㈲ 石狩市厚田区嶺泊２６８番５ 01337-7-3016 本社電話に同じ H23.3.2 H28.2.15 00100073651 汚,酸,ア,残

石狩 のーりこうぎょう ㈲ノーリ工業 札幌市白石区川下５条１丁目４番３号 011-874-9886 本社電話に同じ H21.10.20 H26.10.19 00100151487 陶,が

石狩 のだようき ㈲野田容器 恵庭市戸磯７６番地２３ 0123-33-3570 本社電話に同じ H26.6.30 H31.6.29 00100006081
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば,⑬

石狩 のと ㈱能登 札幌市清田区清田６条２丁目１６番１２号 011-881-2378 本社電話に同じ H23.1.20 H28.1.19 00100035969
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体

石狩 のへじこうむてん ㈲野辺地工務店
札幌市白石区菊水元町３条１丁目１番１
０号

011-871-7991 本社電話に同じ H26.4.9 H31.4.8 00100016922 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 のむらうんそう ㈲野村運送 千歳市流通１丁目４番地の９ 0123-22-6033 本社電話に同じ H23.11.5 H28.9.26 00100080052 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ぱいぷぎけんこうぎょ
う

パイプ技研工業㈱ 札幌市北区屯田２条１丁目７番４５号 011-772-0003 本社電話に同じ H27.7.5 H32.7.4 00100070643 汚,油,残

石狩 ぱいぷらいん ㈱パイプライン 札幌市清田区北野２条２丁目２３番２１号 011-885-8551 本社電話に同じ H25.5.8 H30.5.7 00100171595 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば,⑬

石狩 はくしょうけんせつ 白翔建設㈱ 札幌市厚別区厚別西５条４丁目４番３号 011-891-2234 011-801-4880 H26.6.25 H31.6.17 00100111806 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ぱしふぃっくねっと ㈱パシフィックネット 東京都港区芝５丁目２０番１４号 03-5730-1441 011-676-1441 H25.11.28 H30.11.27 00100051803 プ,金,陶

石狩 はしもとじゅんいち 橋本　純一 札幌市白石区北郷４条７丁目６番３５号 011-874-9798 011-879-1188 H22.1.20 H27.1.19 00100115852 プ,金

石狩 はしもとたかひろ 橋本　貴洋 札幌市清田区清田７条２丁目１７番１８号 080-3292-2354 本社電話に同じ H24.8.24 H29.8.23 00100167669
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,ば

石狩
はせがわぞうえんど
ぼく

㈱長谷川造園土木
札幌市手稲区西宮の沢１条３丁目２番２
８号

011-683-7429 本社電話に同じ H25.9.25 H30.9.24 00100173881 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 はたぐちこうぎょう ㈲畑口興業 江別市文京台南町５０番地の１２ 011-387-7178 本社電話に同じ H23.9.14 H28.9.13 00100042008 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 はたけやまこうさん ㈲畠山興産 札幌市清田区平岡３条４丁目９番７号 011-850-6281 本社電話に同じ H22.11.30 H27.11.29 00100157336 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 はたなかもとひろ 畠中　幹弘
江別市野幌住吉町３８番地の１リーセント
住吉２１２号

011-385-6908 本社電話に同じ H25.4.22 H30.4.21 00100053619 プ,金

石狩 はちのへつううん 八戸通運㈱ 青森県八戸市城下１丁目１番９号 0178-44-0121 本社電話に同じ H23.8.25 H28.8.24 00100006509 燃,汚,油,酸,ア,プ,金,陶,鉱,ば

石狩 はちまるかとう 八丸加藤㈱ 小樽市色内２丁目７番５号 0134-25-2244 011-641-2244 H22.8.20 H27.8.19 00100155934 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶

石狩 はちやだいすけ 蜂谷 大助
札幌市清田区北野３条３丁目１８番１０号
蜂谷マンション７号

011-885-8317 本社電話に同じ H24.10.26 H29.10.19 00100138775 残

石狩 はっこううんゆ 八光運輸㈱ 江別市工栄町１３番地３ 011-385-3121 本社電話に同じ H25.12.28 H30.12.27 00100012988 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 はっしんうんゆ 八進運輸㈱ 札幌市白石区菊水８条４丁目２番３５号 011-811-5713 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.26 00100165390 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
はっぴーこーぽれー
しょん

㈱ハッピーコーポレーション 札幌市東区伏古１０条１丁目１５番１８号 011-788-3759 本社電話に同じ H24.6.8 H29.6.7 00100166574 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 はなおかしょうじ 花岡商事㈱ 札幌市東区北４５条東１０丁目２番３号 011-752-5494 本社電話に同じ H25.10.11 H30.9.24 00100106106 汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 はなかわさんぎょう 花川産業㈱ 石狩市花川南９条１丁目４番地 0133-73-7711 本社電話に同じ H22.10.11 H27.10.10 00100034599 プ,木,金,陶,が

石狩 はなきうんそう ㈱花木運送 札幌市白石区川北２２４９番１２ 011-788-6688 本社電話に同じ H25.10.28 H30.10.27 00100014349 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 はまつかたかゆき 濱塚　孝行 札幌市清田区平岡１条２丁目２番５号 011-885-0948 本社電話に同じ H27.6.11 H32.4.27 00100069132 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 はまのどけん 濱野土建㈱ 石狩市花川南７条４丁目１６６ 011-72-2723 本社電話に同じ H27.5.8 H32.5.7 00100182907 汚油プ紙木繊金陶が

石狩 はまますかいうん 浜益海運㈱ 石狩市浜益区柏木村８７番地 01337-9-3233 本社電話に同じ H24.3.31 H29.3.19 00100083775 汚,プ,木,繊,金,陶,が

石狩 はやかわけんせつ ハヤカワ建設㈱ 石狩郡当別町対雁３０番地 0133-23-3734 本社電話に同じ H23.5.11 H28.5.10 00100005089 汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 はやしこうぎょう ㈱林工業 札幌市北区新川４条１８丁目６番１１号 011-765-4462 本社電話に同じ H27.7.23 H32.7.22 00100155632 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 はらだうんそう 原田運送㈱ 静岡県浜松市北区豊岡町３２２番地の１ 053-437-2311 本社電話に同じ H25.7.30 H30.7.29 00100050090 プ,金,陶

石狩 ぱるず ㈱ＰＡＬ’Ｓ 札幌市白石区川下２１６５番３号 011-827-7551 本社電話に同じ H23.12.2 H28.12.1 00100163073 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ぱるっくす ㈱パルックス 宮城県仙台市若林区蒲町４７番地の１ 022-288-3381 011-708-7855 H25.8.20 H30.8.19 00100100339 プ,金,陶

石狩 はるみけんせつ ㈲ハルミ建設 札幌市北区屯田町７４８番地１４ 011-776-3031 本社電話に同じ H26.9.19 H31.8.28 00100150291 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 はろーりさいくる ㈱ハローリサイクル 小樽市入船町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
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石狩
ばんけいりさいくるせ
んたー

㈱ばんけいリサイクルセン
ター

札幌市白石区本通２０丁目北１番１５号 011-867-2320 本社電話に同じ H24.12.16 H29.12.15 00100048272 木,残,糞

石狩 はんだこうぎょう ㈱半田工業 札幌市白石区東米里２０５５番地２ 011-799-4824 本社電話に同じ H25.9.27 H30.9.26 00100173886 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 ばんりき ㈱万力 埼玉県上尾市大字小敷谷７１１番地６ 048-781-5284 本社電話に同じ H23.10.28 H28.9.27 00100003656 汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が,ば

石狩
ひがしさっぽろにっつ
うゆそう

東札幌日通輸送㈱ 札幌市白石区菊水８条４丁目２番３５号 011-811-5713 011-823-7640 H22.1.5 H26.12.14 00100066124 プ,紙,木,金,陶

石狩 ひがしさっぽろゆそう 東札幌輸送㈱ 札幌市白石区菊水８条４丁目１０番 011-811-5713 011-879-5595 H23.6.10 H28.6.9 00100154710 プ,木,金

石狩 ひがしにほんぐらんつ ㈱東日本グランツ 札幌市東区丘珠町５２４番地２１ 011-374-7207 本社電話に同じ H25.3.26 H30.3.25 00100171279
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩
ひがしりさいくるさー
びす

㈲ひがしリサイクルサービス 札幌市東区本町２条２丁目１番１号 011-873-7770 本社電話に同じ H24.8.18 H29.8.17 00100047428
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
が,糞

石狩 ひさいしょうかい ㈲ＨＩＳＡＩ商会
札幌市豊平区月寒東５条１５丁目４番５
－３０７号

011-855-0744 本社電話に同じ H23.5.12 H28.5.1 00100127011 プ,金

石狩 ひさとけんせつうんゆ ㈲久都建設運輸 札幌市白石区北郷２条１１丁目３番地１ 011-875-6194 本社電話に同じ H24.11.27 H29.11.6 00100018643 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠 びせい ㈱美星 石狩市新港南２丁目３７２２番地１４ 0133-77-5056 本社電話に同じ H26.2.4 H31.2.3 00100146926 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩
ひだかなまこんさーび
す

㈱日高生コンサービス 札幌市白石区川下５条１丁目３番５号 011-872-3601 本社電話に同じ H22.7.28 H27.7.27 00100118754 汚,陶,が

石狩
ひたちぶつりゅうだい
れっくす

日立物流ダイレックス㈱ 札幌市西区発寒１０条１２丁目２番２０号 011-666-9903 本社電話に同じ H24.3.14 H29.3.13 00100083462 油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ひだまり
特定非営利活動法人陽だま
り

札幌市白石区菊水９条３丁目４番１３号 011-832-5620 本社電話に同じ H23.7.13 H28.7.12 00100160721 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
びっぐろーどほっかい
どう

㈲ビッグロード北海道 札幌市豊平区豊平２条３丁目１番８号 011-821-0942 本社電話に同じ H23.12.2 H28.12.1 00100163074 プ,金

石狩 ひっこししゃ ㈱引越社 名古屋市中川区江松５丁目２２６番地 052-687-0001 011-896-6570 H27.1.24 H32.1.23 00100181504 プ,金,陶

石狩 びとう ㈲美東 札幌市東区北丘珠４条１丁目１９番１２号 011-781-9476 本社電話に同じ H22.5.11 H27.5.10 00100115321 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
びとーかーえんじにあ
りんぐ

ビトーカーエンジニアリング㈲ 江別市元野幌１１７８番地の１３ 011-381-0172 本社電話に同じ H26.2.25 H31.2.24 00100108451 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 ひのでこうぎょう ㈱ヒノデ工業
札幌市豊平区月寒東３条１０丁目３番１３
号

011-853-5919 本社電話に同じ H26.6.25 H31.6.24 00100178111 油,プ,木,金,陶,が

石狩 ひふみきたみち 一二三北路㈱ 札幌市北区百合が原６丁目１－６ 011-772-8778 本社電話に同じ H25.10.17 H30.10.16 00100145280 汚,プ,ゴ,金,陶,が

石狩 ひよしけんせつ 日吉建設㈱ 札幌市豊平区美園４条２丁目１番５号 011-811-1258 本社電話に同じ H26.3.27 H31.3.26 00100059807 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ひらかわせいじ 平川　聖治 石狩市花川南１０条３丁目８１番地３３ 0133-76-2617 本社電話に同じ H27.7.3 H32.7.2 00100184031
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば
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石狩 ひらかわみゆき 平川　美幸 石狩市花川南１０条３丁目８１番地３３ 0133-76-2618 本社電話に同じ H25.4.26 H30.4.25 00100171281 プ,紙,木,繊,金,陶

石狩 ひらき ㈱平輝 札幌市北区北２１条西６丁目２番１３号 011-756-7112 本社電話に同じ H25.10.29 H30.10.28 00100174370 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 ひらけんこうぎょう ㈱ヒラケン工業 札幌市白石区川北３条１丁目５番３０号 011-873-1198 本社電話に同じ H26.11.9 H31.11.8 00100065345 プ,紙,木,ゴ,が

石狩 ひらさわこうぎょう ㈲平澤工業 石狩郡当別町字弁華別１６５番地 0133-22-3554 本社電話に同じ H22.11.16 H27.11.7 00100122934 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ひらしたこうぎょう ㈲平下工業 札幌市東区中沼町６０番地 011-791-0263 本社電話に同じ H25.6.24 H30.6.13 00100104350 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ひらのこうぎょう ㈲平野工業 札幌市手稲区手稲山口４３８番地１５ 011-694-4148 本社電話に同じ H25.4.24 H30.4.23 00100105232 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ひろおかけんせつこう
ぎょう

㈱広岡建設工業 札幌市東区東雁来７条１丁目７番１８号 011-783-4252 本社電話に同じ H23.10.6 H28.10.5 00100129789 が

石狩 ひろきかく ㈱ヒロ企画 岩見沢市幌向南１条５丁目３９８番地７ 0133-25-2380 本社電話に同じ H23.9.13 H28.8.23 00100129745 汚,木,金,陶,が

石狩 ひろしまけんせつ 広島建設㈱ 北広島市中央４丁目６番地４ 011-372-3844 本社電話に同じ H23.9.24 H28.9.23 00100042248
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 ひろせこうぎょう ㈱広瀬工業 札幌市北区屯田１０条３丁目５番８号 011-788-5568 本社電話に同じ H26.5.1 H31.4.30 00100177262 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ひろながまさあき 廣長　昌晃 札幌市東区北２５条東１０丁目２番２６号 011-711-4127 090-8372-1835 H23.6.1 H28.5.15 00100118963 プ

石狩 ひろのうんゆ 広野運輸㈱ 札幌市西区福井７丁目３番９号 011-662-4456 本社電話に同じ H27.5.30 H32.5.29 00100183327 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふぁーすとわん ファーストワン㈱ 石狩市新港南１丁目２８番地６７ 0133-64-6601 本社電話に同じ H25.4.17 H30.4.16 00100171278 油,酸,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶

石狩 ふぁんずこむてっく ㈱ファンズコムテック 札幌市北区百合が原１１丁目１８７番地 011-776-5001 本社電話に同じ H25.5.24 H30.5.23 00100172162 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふえだこうざい ㈲笛田鋼材 札幌市豊平区美園５条５丁目２番８号 011-831-9640 本社電話に同じ H27.4.12 H32.4.11 00100060603
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 ふぇにっくす ㈱フェニックス
札幌市西区八軒６条東４丁目２番１－３０
６

011-867-7100 本社電話に同じ H25.10.29 H30.10.28 00100174543 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふぉれすと フォレスト㈱ 札幌市豊平区平岸４条９丁目７番２５号 011-595-8256 本社電話に同じ H24.11.14 H29.11.13 00100169273
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 ふくくら ㈱福蔵 札幌市北区新琴似町１００１番地１７ 011-762-1010 011-667-4403 H22.12.15 H27.12.14 00100157844 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ふくこうでんせつしょう
じ

福更電設商事㈱ 札幌市白石区東米里２０５７番地 011-873-0789 本社電話に同じ H24.12.20 H29.12.19 00100169765 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふくすず ㈱福鈴 札幌市東区苗穂町１０丁目１番３２号 011-299-2991 本社電話に同じ H26.9.2 H31.9.1 00100179001 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふくながさんぎょう ㈲福永産業 江別市東野幌町１８番地９ 011-384-4538 本社電話に同じ H25.6.28 H30.6.23 00100054312 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 ふくはらこうぎょう ㈲福原工業 札幌市北区屯田１０条２丁目８番７号 011-771-6247 本社電話に同じ H23.5.11 H28.5.10 00100031058 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ふじかいたいこうぎょ
う

㈲富士解体工業 札幌市南区川沿９条３丁目６番１号 011-571-3723 本社電話に同じ H23.3.7 H28.3.6 00100020576 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふじかがく フジ化学㈱ 埼玉県坂戸市千代田５丁目１番６号 0492-84-6930 011-785-4624 H27.3.27 H32.3.26 00100002500 汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

石狩 🏠 ふじかわしぎょう ㈱藤川紙業
東京都荒川区西日暮里２丁目３２番２０
号

03-3807-9344 011-811-9538 H26.12.10 H31.12.9 00100083665 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふじくりーん ㈱富士クリーン 札幌市東区本町１条８丁目１－２２ 011-780-2511 本社電話に同じ H24.7.20 H29.6.26 00100085648 汚

石狩
ふしこかいたいこう
ぎょう

㈲伏古解体工業 札幌市東苗穂５条２丁目１１番１号 011-783-2664 本社電話に同じ H23.10.24 H28.10.23 00100043583 プ,木,金,陶,が

石狩 🏠 ふじしょうかい ㈱富士商会 札幌市北区篠路町拓北１１番地６ 011-774-4812 本社電話に同じ H23.10.29 H28.10.23 00100043584 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 ふじしろうんゆ 藤城運輸㈱ 千歳市上長都１０３９番地１７ 0123-24-8031 本社電話に同じ H24.6.15 H29.6.14 00100047131 汚,木,が

石狩 ふじたか ㈱フジタカ 札幌市中央区南１１条西８丁目２番４０号 011-531-5727 本社電話に同じ H24.3.22 H29.3.5 00100133850 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふじたまさみ 藤田　正美 札幌市白石区川北２条１丁目８番７号 011-874-7099 本社電話に同じ H26.8.12 H31.8.5 00100063339
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 ふじてのくしすてむ フジテクノシステム㈱ 仙台市太白区泉崎２丁目１５番５号 022-743-3002 H24.3.30 H29.3.29 00100117928 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふじぶつりゅう 富士物流㈱ 東京都港区三田３丁目１０番１号 03-3454-8411 011-702-2648 H26.1.15 H30.12.22 00100056704 油,プ,紙,木,繊,金,陶

石狩 ふじほどうこうぎょう 富士舗道工業㈱ 札幌市東区北８条東１１丁目３番５号 011-748-7275 本社電話に同じ H24.11.6 H29.11.5 00100169083 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ふじみこーぽれーしょ
ん

㈲藤美コーポレーション 札幌市西区八軒５条東３丁目７番９号 011-631-7576 本社電話に同じ H22.10.26 H27.10.25 00100157013 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふじやまそうこ 藤山倉庫㈱ 札幌市東区東苗穂５条２丁目６番２１号 011-781-5131 本社電話に同じ H22.11.12 H27.11.11 00100118657 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふじらいふしすてむ ㈱フジ・ライフシステム 札幌市西区西野２条９丁目２番１２号 011-666-0608 本社電話に同じ H25.8.9 H30.8.8 00100173057 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふじろざい 富士炉材㈱ 東京都大田区西蒲田６丁目３６番１１号 03-3735-8111 本社電話に同じ H23.11.30 H28.11.29 00100000482 燃,汚,プ,金,陶,鉱,が,ば

石狩 ふたばこうけん ㈱双葉工建 札幌市白石区栄通１３丁目５番２８号 011-859-1555 本社電話に同じ H26.7.15 H31.7.14 00100178446 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふなはしこうぎょう 舟橋工業㈱ 札幌市南区北ノ沢５丁目１番４４号 011-572-4735 本社電話に同じ H24.1.27 H29.1.26 00100132284 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふよううんゆ ㈱芙蓉運輸 札幌市東区北１２条東１７丁目１番２３号 011-751-0050 本社電話に同じ H23.6.1 H28.5.31 00100127853 汚,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ぶらざーおひっこし
さーびす

㈱ブラザーお引越サービス 札幌市北区篠路７条６丁目４番７号 011-774-8818 本社電話に同じ H24.12.19 H29.10.19 00100138625 プ,紙,木,繊,金,陶
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石狩 ぶらざーゆそう ㈱ブラザー輸送
札幌市東区北２８条東９丁目４０４番地１
１６

011-741-3171 本社電話に同じ H24.10.4 H29.9.18 00100137845 プ,紙,木,繊,金,陶

石狩
ぷらすかーごさーび
す

プラスカーゴサービス㈱ 東京都豊島区駒込３丁目３番２０号 03-5980-6685 011-881-6300 H25.3.7 H30.3.3 00100140799 プ,金,陶

石狩 🏠 ぷらんときこう プラント機工㈱ 札幌市東区北４０条東１７丁目１番３０号 011-786-7277 本社電話に同じ H24.12.27 H29.11.20 00100107873
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩 ふりーだむ ㈱ＦＲＥＥＤＯＭ 札幌市東区東雁来６条２丁目５番２８号 011-742-6502 本社電話に同じ H24.1.12 H28.12.12 00100132306 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ぶりぢすとんびーあー
るえむ

ブリヂストンＢＲＭ㈱ 埼玉県加須市南篠崎1丁目２番地3 0480-66-0072 0123-23-1171 H22.4.14 H27.4.13 00100154075 プ,ゴ,金

石狩 ぷりも ㈱プリモ 札幌市東区北４２条東６丁目１番２３号 011-790-7582 本社電話に同じ H26.9.23 H31.9.22 00100179002 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ぶるーむびるど ブルームビルド㈱
宮城県仙台市泉区泉中央１丁目３８番地
の８

022-344-7884 本社電話に同じ H24.9.22 H29.9.21 00100163752 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふるかわこうえい ㈲古川工営 札幌市白石区米里３条１丁目１番７号 011-872-5655 本社電話に同じ H24.9.5 H29.9.4 00100050023 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ふるきけんせつこう
ぎょう

古木建設興業㈱ 札幌市東区北４０条東１５丁目１番２号 011-741-0021 本社電話に同じ H25.7.17 H30.7.16 00100015963 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ふるたはいかんこう
ぎょうしょ

㈱古田配管工業所 札幌市南区澄川１条４丁目６番３０号 011-831-8561 本社電話に同じ H24.6.5 H29.6.4 00100166514 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ふるむらこうぎょう ㈲古村興業
札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１０番６
号

011-852-6747 本社電話に同じ H24.4.27 H29.4.12 00100134690 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ふるやましょうてん ㈱古山商店 札幌市中央区大通東９丁目１番地 011-231-5500 本社電話に同じ H23.4.24 H28.4.23 00100039536 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,が

石狩 ふろーりっしゅ ㈲フローリッシュ
札幌市豊平区月寒東３条１８丁目１４－１
０

011-855-6160 本社電話に同じ H27.4.21 H32.4.20 00100182600 汚､油､プ､紙､木､繊､金､陶､が

石狩 ふろっぐ ㈱フロッグ
札幌市東区東苗穂１４条２丁目２１番地１
０号

011-791-6846 本社電話に同じ H26.8.8 H31.7.30 00100112477 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ぷろぱんにやく プロパン荷役㈱ 札幌市中央区南１３条西９丁目３番３８号 011-511-7138 本社電話に同じ H23.11.19 H28.9.20 00100079810 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ぷろふぃっと ㈱プロフィット 札幌市東区東雁来１０条４丁目７番６号 011-790-3388 本社電話に同じ H23.12.8 H28.12.7 00100163492
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,
体,ば

石狩
ふろんてぃあえくすぷ
れす

㈱フロンティアエクスプレス 東京都中央区京橋２丁目１２番６号 03-6228-6562 本社電話に同じ H26.7.15 H31.7.14 00100112361 プ,ゴ,金,陶

石狩 へいせいうんそう 平成運送㈲ 江別市向ヶ丘５２番地２１ 011-383-6895 本社電話に同じ H24.9.7 H29.9.6 00100086193 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
へいわけんせつうん
ゆ

㈱平和建設運輸
札幌市白石区平和通１４丁目北２番１０
号

011-862-6455 本社電話に同じ H26.7.2 H31.7.1 00100062414 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 へいわさんぎょう ㈲平和産業
札幌市豊平区西岡５条１４丁目２０番１７
号

011-584-3520 本社電話に同じ H23.12.9 H28.11.25 00100044041
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体

石狩 べーすくりえーと ㈱ベースクリエート 札幌市中央区大通東３丁目４番地 011-231-9269 本社電話に同じ H23.11.18 H28.11.17 00100135999 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 べすとさーびす ㈱ベストサービス
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目７番２
０号

092-641-1258 本社電話に同じ H25.3.22 H30.3.18 00100075102 プ,金,陶

石狩 ほうえい ㈲豊栄 江別市角山６４番地１８ 011-385-1567 本社電話に同じ H27.6.25 H32.5.29 00110005755
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

石狩 ほうゆうけんせつ ㈲豊雄建設 札幌市豊平区平岸４条１２丁目２－１６ 011-812-8975 本社電話に同じ H25.6.5 H30.6.4 00100105215 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほえいけんせつこう
ぎょう

舗栄建設工業㈱
札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目５番２
５号

011-666-8882 本社電話に同じ H23.9.15 H28.9.14 00100161994 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほーむたうんてくにっ
くす

ホームタウンテクニックス㈱
札幌市手稲区西宮の沢２条５丁目７番５
－１０３号

011-211-8856 本社電話に同じ H25.2.15 H30.2.14 00100140831 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 ほーむぷらんと ㈲ホームプラント 札幌市白石区菊水４条１丁目３番１号 011-825-1815 本社電話に同じ H25.10.10 H30.9.26 00100084683 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほくうん ㈱ほくうん 札幌市東区中沼町３１番地４ 011-791-7710 本社電話に同じ H25.10.28 H30.10.27 00100137758 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほくえいうんゆ 北栄運輸㈱ 北広島市共栄町１丁目１３番地５ 011-372-3346 本社電話に同じ H25.9.29 H30.9.28 00100008976 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞,体

石狩
ほくえいほどうこうぎょ
う

㈱北栄舗道工業 札幌市東区東雁来町３０６番地４ 011-791-1601 本社電話に同じ H22.8.4 H27.8.3 00100120343 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほくおうこんくりーとか
いたい

㈱北央コンクリート解体 札幌市東区北２６条東１０丁目１番１号 011-752-2757 本社電話に同じ H26.11.6 H31.11.5 00100007904 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほくしょうかれっと 北翔カレット㈱ 北広島市大曲緑ヶ丘４丁目１０番地７ 011-377-3156 本社電話に同じ H24.3.31 H29.3.30 00100164849 プ,金,陶

石狩
ほくしょうけんざいこう
ぎょう

㈲北照建材工業 北広島市美咲き野２丁目１番地３ 011-373-8299 本社電話に同じ H26.8.26 H31.8.25 00100113265 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

石狩 ほくしん ㈱北進 札幌市南区真駒内１６５番地８ 011-581-6688 本社電話に同じ H25.7.30 H30.7.29 00100144075 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほくしん ㈱北新 愛知県新城市市場台１丁目２番地の6 0533-92-2020 本社電話に同じ H26.6.5 H31.4.15 00100148173
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば

石狩 ほくしんこうぎょう 北真興業㈱
札幌市厚別区厚別西３条１丁目２番２２
号

011-875-5111 本社電話に同じ H23.8.3 H28.8.2 00100161259 プ,木,金,陶,が

石狩
ほくしんじゅうこうぎょ
う

㈲北新重工業 札幌市白石区川下５条３丁目４番７号 011-874-9367 本社電話に同じ H26.12.1 H31.11.30 00100025283 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくしんじゅうせつ ㈲北真住設
札幌市豊平区西岡３条１３丁目４４７番地
１０３

011-588-5577 本社電話に同じ H26.4.29 H31.4.28 00100177264 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 ほくしんぶつりゅう ㈱北新物流
札幌市北区新琴似１１条１１丁目１０番５
号

011-769-2001 本社電話に同じ H25.9.27 H30.9.26 00100144867 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 優 ほくせいきぎょう 北清企業㈱ 札幌市東区北丘珠５条４丁目５番７号 011-791-1101 本社電話に同じ H20.8.5 H27.8.4 00100004495
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

石狩 ほくせいけんせつ 北世建設㈱ 千歳市上長都１０５７番地４ 0123-23-2411 本社電話に同じ H22.10.6 H27.10.4 00100122332 木,金,陶,が

石狩 ほくせいしょうじ 北清商事㈱ 札幌市東区北丘珠４条４丁目３番１２号 011-791-0131 本社電話に同じ H26.11.26 H31.11.25 00100048932
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば
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石狩 ほくせいそうぎょう ㈲北誠総業 千歳市寿２丁目１４番１６号 0123-24-5686 本社電話に同じ H25.3.1 H30.2.5 00100140764 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくせん ㈱ホクセン 札幌市白石区東米里２０４７番地７２ 011-827-6886 本社電話に同じ H27.2.17 H32.2.3 00100153132
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
糞

石狩 ほくせんかこう 北泉化工㈱ 札幌市白石区米里１条３丁目７番３７号 011-871-6243 本社電話に同じ H27.6.23 H32.6.15 00100030847 燃,汚,油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 ほくそううんゆ 北創運輸㈱ 札幌市北区屯田３条６丁目１１番２６号 011-771-8888 本社電話に同じ H25.8.6 H30.8.5 00100054877 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほくそうまるすぎけん
せつ

北創丸杉建設㈱ 札幌市北区屯田６条１１丁目３番１３号 011-773-6601 本社電話に同じ H22.9.3 H27.9.2 00100120959 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくちゅうしょううん 北中商運㈱ 札幌市北区篠路町拓北３番１０ 011-791-9561 本社電話に同じ H22.11.11 H27.11.10 00100156091 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくてつ ㈱ホクテツ 札幌市北区新琴似町１０２０番地４ 011-712-2461 011-741-2201 H26.7.30 H31.7.29 00100020175 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほくてつじゅうきこう
ぎょう

㈱北鉄重機工業
札幌市白石区菊水元町５条１丁目１１番
１５号

011-871-3821 本社電話に同じ H26.9.25 H31.9.24 00100113156 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 ほくと ㈱ほくと 札幌市清田区里塚２条５丁目１１番２３号 011-882-6223 本社電話に同じ H27.4.22 H32.4.21 00100182906 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくとうこうぎょう 北藤興業㈱ 札幌市清田区真栄６２５番地１ 011-882-6777 本社電話に同じ H23.3.25 H28.3.13 00100126198 陶,が

石狩 ほくとけんせつ ㈱北斗建設 札幌市清田区有明９５番地 011-884-4737 本社電話に同じ H26.9.17 H31.9.16 00100150425 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくとこうき ㈲北都工機 札幌市白石区北郷３条１３丁目３番１号 011-871-0963 本社電話に同じ H25.1.12 H29.12.18 00100082357 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくとこうぎょう ㈲北都工業 札幌市豊平区平岸３条１７丁目１番１４号 011-824-2539 本社電話に同じ H26.9.10 H31.9.9 00100023401 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほくとじゅうこう 北斗重工㈱ 札幌市西区発寒１５条１３丁目３番２０号 011-663-6731 本社電話に同じ H26.8.8 H31.8.7 00100178720 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくなんしょうじ ㈲北南商事 北広島市西の里３９７番地６ 011-398-4808 本社電話に同じ H24.5.10 H29.5.9 00100165592 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくぶ ㈱ホクブ 札幌市豊平区西岡５２８番地３ 011-581-8866 本社電話に同じ H27.6.26 H32.6.23 00100118529 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほくぶかんきょうせい
び

北部環境整備㈲ 札幌市清田区清田８条１丁目４番７号 011-884-2534 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.10 00100039056 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくゆううんゆ ㈱北雄運輸 札幌市白石区北郷４条４丁目２番４号 011-872-3333 本社電話に同じ H27.7.3 H32.6.15 00100119553 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほくゆうけんせつうん
ゆ

北勇建設運輸㈱ 札幌市白石区北郷１条１３丁目７番地６ 011-872-5882 本社電話に同じ H24.4.16 H29.4.15 00100047088 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 ほくよううんゆ ㈱北洋運輸 札幌市東区本町１条１１丁目１番１０号 011-782-9608 本社電話に同じ H25.5.23 H30.5.22 00100103828 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,金,陶,が

石狩
ほくようえんじにや
さーびす

北陽エンジニヤ・サービス㈱ 札幌市東区伏古４条４丁目５番の１１ 011-783-7911 本社電話に同じ H23.12.19 H28.12.18 00100132340 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 ほくようけんせつ 北洋建設㈱ 札幌市東区北２０条東１２丁目６番１５号 011-741-5555 本社電話に同じ H26.9.20 H31.9.19 00100060415 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩
ほくようけんせつうん
ぱん

北陽建設運搬㈱ 札幌市北区太平４条１丁目３６番地２０ 011-771-0111 本社電話に同じ H22.9.2 H27.9.1 00100121171 プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 ほくようこうさん 北陽興産㈱ 札幌市北区屯田１条１丁目３番２４号 011-251-3588 本社電話に同じ H22.9.29 H27.9.28 00100156487 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくようじゃり 北洋砂利㈱ 札幌市中央区北２条西２０丁目１番１０号 011-621-1371 本社電話に同じ H25.1.9 H30.1.8 00100015652 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほくようどうろこうぎょ
う

北陽道路工業㈱ 札幌市白石区川北３条２丁目３番３０号 011-874-0684 本社電話に同じ H26.11.6 H31.11.5 00100180215 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほくりつぎけん ㈱北立技建 札幌市北区東茨戸３条２丁目３番１５号 011-776-5707 本社電話に同じ H27.6.26 H32.6.1 00100154507 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほくりゅうしすてむけ
んせつ

北流システム建設㈱ 札幌市清田区清田２条２丁目１８番２４号 011-884-2160 本社電話に同じ H26.2.4 H31.2.3 00100008105 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほくれんうんゆ ホクレン運輸㈱ 札幌市中央区北４条西１丁目１番地 011-232-3221 本社電話に同じ H26.5.2 H31.3.29 00100109947 酸

石狩 ほしのうんゆ 星野運輸㈱ 札幌市清田区北野２条１丁目３番４６号 011-882-1821 本社電話に同じ H25.4.5 H30.4.4 00100002581 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほそかわこうむてん ㈱細川工務店 札幌市白石区東米里２１９４番地７ 011-871-0551 本社電話に同じ H26.7.4 H30.4.22 00100053465 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほっかい ㈱北海 札幌市南区南沢６条２丁目２番６号 011-572-3901 本社電話に同じ H24.5.10 H29.5.9 00100135306 陶,が

石狩 ほっかいかれっと 北海カレット㈱ 札幌市厚別区厚別西１条３丁目４番１号 011-892-9271 本社電話に同じ H25.12.20 H30.12.19 00100108267 プ,金,陶,が

石狩 ほっかいさんゆー 北海サンユー㈱ 札幌市清田区里塚２条４丁目２番２７号 011-881-5121 本社電話に同じ H24.8.21 H29.8.20 00100086193 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほっかいしかん 北海紙管㈱ 札幌市清田区清田１条１丁目７番２３号 011-882-7761 本社電話に同じ H23.2.22 H27.12.20 00110029770
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

石狩
ほっかいじゅしこうぎょ
う

北海樹脂興業㈱ 江別市工栄町２５番地の１０ 011-384-5578 本社電話に同じ H26.11.6 H31.11.5 00100064766 プ

石狩 ほっかいてつく ㈱北海テツク 札幌市東区北２３条東５丁目３４番１号 011-742-7178 本社電話に同じ H25.8.9 H30.8.8 00100173058 木

石狩 ほっかいでんきこうじ 北海電気工事㈱ 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号 011-811-9411 本社電話に同じ H27.1.27 H32.1.26 00100066922 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうあおきか
がく

北海道アオキ化学㈱
札幌市白石区平和通１０丁目北６番１７
号

011-862-6161 本社電話に同じ H27.4.2 H32.4.1 00100005202
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩
ほっかいどうあすなろ
かい

㈱北海道あすなろ会 札幌市手稲区金山１条３丁目１３番１ 011-688-3788 本社電話に同じ H23.5.19 H28.5.18 00100159981 プ

石狩 優
ほっかいどうえいせい
こうぎょう

北海道衛生工業㈱ 札幌市東区丘珠町６４７番地５ 011-783-1432 本社電話に同じ H25.11.15 H32.11.14 00100016510
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,ば

石狩
ほっかいどうえねらい
ん

北海道エネライン㈱ 札幌市中央区北１条東３丁目３番地 011-209-8118 本社電話に同じ H23.9.14 H28.9.13 00100161995 油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が
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石狩 ほっかいどうおりおん 北海道オリオン㈱ 札幌市白石区本通１８丁目北３番６６号 011-865-3111 本社電話に同じ H25.10.25 H30.10.24 00100145296 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうおりんぴ
あ

北海道オリンピア㈱ 札幌市東区丘珠町５１６番地７ 011-786-9292 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.24 00100134225 燃,油,プ,紙,木,金,陶,が,ば

石狩
ほっかいどうかいたい
こうぼう

㈲北海道解体工房 札幌市北区拓北２条３丁目５番１７号 011-773-6962 本社電話に同じ H26.12.11 H31.12.10 00100115364 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほっかいどうかぐうん
ゆ

㈲北海道家具運輸 札幌市西区発寒８条９丁目３番３号 011-665-1251 本社電話に同じ H26.5.9 H31.4.23 00100043753 汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩
ほっかいどうかぐゆそ
う

㈱北海道家具輸送 石狩市新港西１丁目７３１番地４ 0133-75-5311 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.24 00100162388 プ,紙,木,繊,金,陶

石狩
ほっかいどうかんきょ
うてっく

㈱北海道環境テック 江別市工栄町８番地２ 011-802-5063 本社電話に同じ H23.3.8 H28.3.7 00100158796 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほっかいどうきせつ ㈲北海道機設
札幌市白石区菊水上町１条２丁目１００
番地１０クリーンリバーフィネス菊水８０３
号

011-789-7750 本社電話に同じ H24.3.17 H29.3.16 00100134328 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうきょうし
んとっき

北海道共伸特機㈱ 札幌市東区丘珠町３０７番地 011-783-2121 本社電話に同じ H26.3.28 H31.3.17 00100059440 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほっかいどうぐっどさ
ぽーと

㈲北海道グッドサポート 札幌市清田区清田１条３丁目１番１号 011-886-9210 本社電話に同じ H25.1.22 H30.1.15 00100101484 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうくりーん
しすてむ

北海道クリーン・システム㈱
札幌市中央区北２条西２丁目１５番地ＳＴ
Ｖ北二条ビル

011-222-1511 0133-64-1500 H26.3.26 H31.3.25 00110109736
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

有り

石狩
ほっかいどうぐりーん
めんてなんす

㈱北海道グリーンメンテナン
ス

札幌市東区北丘珠４条３丁目１０番２０号 011-781-2530 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100006072 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞,ば

石狩
ほっかいどうけんせつ
さーびす

北海道建設サービス㈱ 千歳市北栄２丁目１３番５号 0123-27-8088 0123-24-0157 H22.9.3 H27.8.24 00110032820
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

有り

石狩
ほっかいどうこうのう
しゃ

㈱北海道興農社 勇払郡安平町早来富岡２１０番地２０ 0145-26-2800 0123-46-5277 H24.6.26 H29.6.25 00100161619 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうしーあい
しーけんきゅうしょ

㈱北海道シーアイシー研究
所

千歳市泉沢１００７番地６９ 0123-28-2118 本社電話に同じ H27.6.5 H32.4.26 00110005337
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
ば

有り

石狩
ほっかいどうじぇい
あーるしょうじ

㈱北海道ジェイ・アール商事 札幌市東区北６条東４丁目１番地４ 011-753-6407 本社電話に同じ H22.4.27 H27.4.26 00100068998 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうじぇい
あーるぶつりゅう

北海道ジェイアール物流㈱
札幌市白石区流通センター５丁目５番１８
号

011-846-1295 本社電話に同じ H23.10.19 H28.10.11 00100042960 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,金,陶,が,ば

石狩
ほっかいどうしげんか
いはつ

㈲北海道資源開発 江別市江別太６８４番地４７ 011-391-8061 本社電話に同じ H26.7.25 H31.7.24 00100149615 プ,木,陶,が

石狩
ほっかいどうしんさっ
ぽろしょうじ

㈱北海道新札幌商事
札幌市厚別区厚別西５条１丁目１４番１１
号

011-896-1151 本社電話に同じ H26.11.8 H31.11.7 00100180568 プ,木,金,陶,が

石狩 ほっかいどうつううん 北海道通運㈱ 小樽市堺町５番１号 0134-33-3111 本社電話に同じ H26.9.8 H31.9.7 00100062068 酸,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほっかいどうてくにか
るさーびす

㈱北海道テクニカルサービス 札幌市北区屯田３条１丁目１ー８ 011-771-3111 本社電話に同じ H26.2.23 H31.2.22 00100059068 プ,ゴ,金,陶

石狩 ほっかいどうでじたる ㈱北海道デジタル 札幌市白石区川北３条２丁目７番２０号 011-807-4168 本社電話に同じ H26.8.19 H31.8.18 00100149892 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩
ほっかいどうでんでん
ゆそう

北海道電電輸送㈱ 札幌市白石区中央１条７丁目６番１号 011-862-4301 本社電話に同じ H25.7.29 H30.7.28 00100006829 プ,木,金,陶,が

石狩
ほっかいどうとうよう
りーす

北海道東洋リース㈱ 石狩市新港中央２丁目７５６番地３ 0133-64-2471 本社電話に同じ H23.6.16 H28.6.15 00100128275 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうどうろさ
んぎょう

北海道道路産業㈱ 札幌市北区新川西１条１丁目１番３０号 011-765-5615 本社電話に同じ H27.3.12 H32.3.11 00100153641 プ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうとなみう
んゆ

北海道トナミ運輸㈱ 札幌市白石区米里１条２丁目７番１８号 011-872-9215 本社電話に同じ H23.8.25 H28.7.27 00100078068 プ,金,陶

石狩 ほっかいどうにちあつ ㈱北海道日圧 恵庭市黄金北２丁目１６番地１２ 0123-35-3551 本社電話に同じ H24.9.8 H29.9.7 00110156426 汚,陶,が 有り

石狩
ほっかいどうにちれき
こうじ

北海道ニチレキ工事㈱
札幌市白石区菊水元町６条４丁目２番１
号

011-872-2781 本社電話に同じ H25.10.4 H30.10.3 00100010256 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ほっかいどうにっしん ㈱北海道日新
札幌市白石区流通センター１丁目７番５４
号

011-868-3131 011-781-2511 H23.10.26 H28.10.25 00100003315 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうぶつりゅ
う

北海道物流㈱
札幌市豊平区美園１２条７丁目６番１６号
サンビル

011-815-3231 0133-64-3270 H26.8.6 H31.8.5 00100063340 紙,木,繊,プ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうぺっとぼ
とるりさいくる

北海道ペットボトルリサイクル
㈱

札幌市東区中沼町４５番地５８ 011-790-2345 本社電話に同じ H26.5.1 H31.4.30 00100061528 プ

石狩
ほっかいどうほっこう
うんゆ

北海道北港運輸㈱ 千歳市泉沢１００７番地９２ 0123-28-4363 本社電話に同じ H27.4.26 H32.4.25 00100009242 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうまいにち
ゆそう

北海道毎日輸送㈱
札幌市白石区流通センター１丁目７番６５
号

011-862-1144 本社電話に同じ H26.7.14 H31.6.13 00100016394 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうめいじう
んゆ

北海道明治運輸㈱ 北広島市南の里５２６番地１ 011-376-6066 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00100182531 酸,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほっかいどうめいてつ
うんゆ

北海道名鉄運輸㈱ 札幌市白石区川北２２４６番３ 011-871-2210 本社電話に同じ H25.8.23 H30.8.15 00100144341 プ,木,金,陶

石狩
ほっかいどうゆうきの
うざい

北海道有機農材㈱ 千歳市駒里１２９１番地 0123-26-1112 本社電話に同じ H25.12.27 H30.9.21 00100007524 汚,紙,木,残,糞,体

石狩
ほっかいどうらいんこ
うぎょう

㈱北海道ライン興業 札幌市西区発寒９条９丁目１番３３号 011-669-7788 本社電話に同じ H25.3.20 H30.3.19 00100171137 油,プ,金,が

石狩
ほっかいどうらいん
ふぁると

北海道ラインファルト㈱
札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目５番３
０号

011-667-4777 本社電話に同じ H25.2.6 H30.2.5 00100170520 プ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうりさいく
らー

㈲北海道リサイクラー
札幌市清田区美しが丘４条８丁目１番３
号

011-886-2900 本社電話に同じ H26.4.10 H31.4.9 00100110040 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩 ほっかいどうりすい ㈱北海道理水 江別市工栄町２１番地９ 011-382-2081 本社電話に同じ H25.7.6 H30.7.5 00100006095 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,ば

石狩
ほっかいどうれいほく
さんぎょう

㈱北海道嶺北産業 札幌市白石区川下２１３０番２８号 011-871-6231 本社電話に同じ H23.5.12 H28.5.11 00100159780 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいどうろーど
さーびす

㈱北海道ロードサービス 札幌市清田区清田１条３丁目７番５５号 011-881-0671 本社電話に同じ H25.8.13 H30.8.10 00100006919 汚,油,プ,木,金,陶,鉱,が

石狩 ほっかいどうろじ ㈱北海道ロジ 札幌市東区北３１条東１９丁目１番１０号 011-786-6001 本社電話に同じ H26.10.25 H31.10.24 00100112478 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩
ほっかいぶつりゅう
さーびす

㈲北海物流サービス 江別市工栄町２５番地１７ 011-384-8911 本社電話に同じ H26.4.16 H31.3.18 00100059548 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
ほっかいめんてなん
す

㈱北海メンテナンス
札幌市白石区菊水元町９条２丁目４番１
８号

011-873-6119 本社電話に同じ H26.9.26 H31.9.25 00100017982 汚,プ,木,が

石狩
ほっかいりょっかこう
ぎょう

北海緑化興業㈱ 札幌市清田区北野６条１丁目６番２号 011-881-9466 本社電話に同じ H25.12.5 H30.12.4 00100174965 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほっきょう ㈱北共 石狩市八幡２丁目７１番 0133-66-4411 本社電話に同じ H26.7.25 H31.6.29 00100110243 油,ア,プ,金,陶

石狩 ぼっくすしすてむ ㈱ボックスシステム
札幌市西区山の手５条３丁目１番３－４０
２号

011-781-2281 本社電話に同じ H24.6.2 H29.6.1 00100166229 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほっけんこうぎょう ホッケン工業㈱ 札幌市白石区北郷３条７丁目３番６号 011-874-0657 本社電話に同じ H23.3.25 H28.3.13 00100016625 が

石狩 ほっこうぶつりゅう ホッコウ物流㈱
札幌市白石区流通センター５丁目２番１３
号

011-865-4555 本社電話に同じ H25.7.17 H30.7.16 00100052576 燃,汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩 ほっこーしざい ㈱ホッコー資材
札幌市手稲区新発寒７条１０丁目３番２０
号

011-694-0435 本社電話に同じ H25.8.2 H30.7.16 00100054878 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ほっぽ ㈱北舗 札幌市東区北５０条東７丁目７番８号 011-752-6221 本社電話に同じ H27.1.14 H27.11.6 00100020326 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
ほっぽううんゆけんせ
つ

北方運輸建設㈱
札幌市白石区東札幌１条４丁目１番３９
号

011-811-6666 本社電話に同じ H27.6.6 H32.6.5 00100020173 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

石狩 ほどうこうぎょう 舗道工業㈱
札幌市中央区宮の森２条１２丁目２番１１
号

011-641-8651 本社電話に同じ H26.6.11 H31.5.21 00100017381 汚,木,が

石狩 ほりい ㈱ホリイ 札幌市東区北丘珠６条４丁目２番１０号 011-791-6601 本社電話に同じ H23.10.6 H28.8.27 00100026984 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,油

石狩 ほんだこうぎょう ㈱本田工業 石狩市樽川３条２丁目１３番地 0133-73-3810 本社電話に同じ H23.9.1 H28.8.8 00100034720 燃,汚,プ,木,金,陶,が,糞

石狩
ほんまかいたいこう
ぎょう

㈱本間解体工業 札幌市西区発寒１７条４丁目１番７４号 011-669-8777 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.27 00100134357 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まいにちほそうこう
ぎょう

㈲マイニチ舗装工業
札幌市白石区栄通２丁目７番２９－３０１
号

011-855-1473 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100178166 汚,プ,木,繊,金,陶,が

石狩 まいやーど マイヤード㈲ 札幌市北区篠路町上篠路３４８番１４３ 011-773-3579 本社電話に同じ H24.9.8 H29.9.7 00100167989 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まえだどうろ 前田道路㈱ 東京都品川区大崎１丁目１１番３号 03-5487-0011 011-561-5181 H27.1.20 H32.1.19 00100006048 汚,が

石狩 まさこうぎょう ㈱政工業 札幌市北区新川２条１１丁目４番２５号 011-788-8288 本社電話に同じ H27.2.17 H32.2.16 00100182039
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば,⑬

石狩 ますださんぎょう ㈱増田産業 石狩市厚田区聚富４８番地 0133-66-3711 本社電話に同じ H24.5.25 H29.5.24 00100048327 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ますだしょうてん ㈲増田商店 札幌市豊平区美園７条６丁目２番２０号 011-823-5865 本社電話に同じ H23.12.2 H28.11.20 00100016910 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ますみ ㈱増実
札幌市北区新川８条１７丁目７６９番地３
２

011-769-6955 本社電話に同じ H22.6.26 H27.6.24 00100119491 プ,紙,木,繊,金,陶,が

収集運搬業（20150331）
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石狩 まついこうぎょう ㈲松井工業 札幌市西区琴似４条２丁目５番１０号 011-642-5428 本社電話に同じ H25.7.10 H30.7.9 00100142846 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,⑬

石狩
まつざきどぼくこうぎょ
う

㈱まつざき土木工業 江別市篠津５４番地 011-383-0388 本社電話に同じ H26.11.17 H31.11.16 00100023577 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 優 まつださんぎょう 松田産業㈱ 東京都新宿区西新宿１丁目２６番２号 03-3993-7532 本社電話に同じ H25.2.4 H32.2.3 00100000192 酸,ア,プ,金,陶

石狩 まつひらさんぎょう ㈱松平産業 札幌市白石区川下２１１５番地５０ 011-874-0917 本社電話に同じ H27.5.11 H32.5.10 00100069281 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 まつみけんせつ ㈲松美建設 江別市東光町１１１番地１９ 011-383-3310 本社電話に同じ H26.9.16 H31.9.15 00100151010
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば,⑬

石狩 まつもとちゅうせつ ㈲松本厨設 札幌市清田区北野１条２丁目１番３５号 011-881-7323 本社電話に同じ H25.10.1 H30.9.30 00100174039 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まなべぞうえん ㈱真鍋造園 札幌市豊平区月寒中央通６丁目２－１６ 011-851-8028 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.27 00100134032 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるいこうぎょう ㈱丸井工業 札幌市東区苗穂町１丁目２番２３号 011-733-5401 本社電話に同じ H26.12.25 H31.12.24 00100152371
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

石狩 まるいちけんざい ㈲丸一建材 千歳市桂木５丁目３番６号 0123-24-3930 本社電話に同じ H26.5.20 H31.5.19 00100111138 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠
まるいちたなかしょう
かい

㈲丸一田中商会 札幌市清田区北野４条５丁目７番２０号 011-881-6031 本社電話に同じ H23.4.26 H28.4.23 00100039472 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 まるいちわこう ㈲丸一和光 石狩郡新篠津村第３６線南１０番地 0126-58-3085 本社電話に同じ H27.6.27 H32.6.15 00100119552 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるうろこさかいけん
せつこうぎょう

マルウロコ酒井建設工業㈱ 石狩市花畔１７４番地１ 0133-74-7451 本社電話に同じ H26.4.15 H31.4.14 00100177041 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

石狩 🏠 まるえい ㈱丸栄 石狩市新港南１丁目２２番７３ 0133-77-6510 本社電話に同じ H23.10.22 H28.9.13 00110076646
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,ば

有り

石狩
まるえいやましたけん
せつ

丸栄山下建設㈱ 札幌市白石区中央３条１丁目１番２号 011-823-1288 本社電話に同じ H23.8.19 H28.8.18 00100029643 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるえむみなみけん
せつ

丸エム南建設㈱
札幌市清田区美しが丘４条８丁目１番２０
号

011-885-8828 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.13 00100159502 汚,プ,木,繊,金,陶,が

石狩
まるかわしんみなとう
んゆそうこ

㈱マルカワ新港運輸倉庫 札幌市東区北１２条東１７丁目１番２３号 011-752-4188 本社電話に同じ H24.8.2 H29.7.28 00100015952 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるきうんゆ 丸喜運輸㈱ 札幌市東区北丘珠１条４丁目２番１号 011-791-1708 本社電話に同じ H25.6.7 H30.6.6 00100003700 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるきたけんせつうん
ゆ

丸北建設運輸㈱ 石狩郡当別町対雁３２番地 01332-3-2636 本社電話に同じ H26.7.8 H31.7.7 00100012665 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるきにっかいこうさ
ん

㈲丸輝日海興産 札幌市東区北５条東８丁目１番１２号 011-391-5511 本社電話に同じ H21.12.23 H26.12.22 00100152454 残

石狩 まるきんさとー ㈱マルキンサトー 札幌市中央区南３条東３丁目 011-261-8200 本社電話に同じ H24.2.23 H29.2.5 00100133336 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるけいはらだしょう
かい

㈱丸恵原田商会 札幌市清田区里塚２条７丁目２番２０号 011-881-5963 本社電話に同じ H26.1.23 H31.1.22 00100146800
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば
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石狩 まるけーぶつりゅう ㈲マルケー物流 札幌市厚別区厚別南５丁目９番１７号 011-802-3993 本社電話に同じ H21.10.10 H26.10.9 00100151227 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるけんさとうけんざ
い

㈱丸謙佐藤建材 札幌市豊平区平岸１条２０丁目４番１号 011-831-6448 本社電話に同じ H26.1.10 H31.1.9 00100013487 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるげんみかみさん
ぎょう

丸源三上産業㈱ 札幌市東区北２４条東２丁目３番１６号 011-752-2641 本社電話に同じ H23.11.23 H28.11.14 00100002666
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

石狩
まるこうこうしょうけん
せつ

丸功晃昌建設㈱ 石狩市樽川３条３丁目５６番地 0133-75-2500 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.21 00100144344 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるこうどうこう 丸交道交㈱ 札幌市北区新川５条１丁目３番１０号 011-643-0088 0133-73-9255 H22.9.25 H27.9.22 00100120743 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるさくよしだけんさ
ん

丸作吉田建産㈱ 札幌市西区山の手５条５丁目１番３８号 011-641-3136 本社電話に同じ H26.4.29 H31.4.28 00100060501 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるささとうさんぎょう ㈱丸さ佐藤産業 いかりし樽川３条２丁目１７番地 0133-72-3869 本社電話に同じ H26.1.24 H31.1.23 00100175691 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるさちわこうこうぎょ
う

㈱マルサチ和幸工業 札幌市西区小別沢４６番地１ 011-662-0770 本社電話に同じ H27.1.13 H32.1.12 00100026700 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるさんほくえーこう
ぎょう

マルサンホクエー興業㈱ 札幌市東区東苗穂５条２丁目６番２１号 011-789-0005 本社電話に同じ H26.11.19 H31.11.18 00100065471 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 まるさんみうらしょうじ 丸三三浦商事㈱ 札幌市北区篠路３条７丁目５番１４号 011-771-2438 011-773-3131 H23.1.27 H28.1.26 00100073344 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるさんゆし ㈲丸三油脂 北広島市輪厚１番５ 011-377-9740 本社電話に同じ H24.11.14 H29.10.21 00100049396 油(動植物油に限る),プ,金

石狩
まるしましまだうんゆ
そうぎょう

㈱丸島島田運輸総業 札幌市白石区本通３丁目南５番４号 011-861-7210 本社電話に同じ H24.4.16 H29.4.15 00100005788 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 まるしゅうよしけん ㈲丸秀ヨシケン 札幌市東区伏古１４条３丁目６番１号 011-783-1512 本社電話に同じ H22.8.6 H27.8.3 00100120505 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるしょうくぼそうぎょ
う

㈱丸正久保総業 江別市野幌町６９番１０ 011-382-3236 本社電話に同じ H25.11.1 H30.10.31 00100009405 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるしょうほっかいど
うそうごうさーびす

㈱丸昌北海道総合サービス
札幌市豊平区月寒東３条１０丁目１番１３
号

011-855-0328 本社電話に同じ H23.8.23 H28.8.22 00100009406
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が

石狩 まるしん ㈱丸新 愛知県北名古屋市熊之庄石原５９番地 0568-22-7728 本社電話に同じ H25.6.1 H30.5.31 00100023955 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるしんうんゆ 丸真運輸㈲
札幌市白石区菊水元町８条１丁目５番３
２号

011-872-5437 本社電話に同じ H26.4.29 H31.4.28 00100057684 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるしんしんこうけん
せつ

㈲丸信新興建設 札幌市北区新川５条１６丁目２番３号 011-769-4210 本社電話に同じ H26.8.18 H31.8.17 00100150382 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるしんたいとうこう
ぎょう

円眞泰東工業㈱
札幌市南区川沿１３条３丁目４番３２－２
号

011-572-1122 本社電話に同じ H23.4.24 H28.4.23 00100039319 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるしんふじたこうむ
てん

㈱丸真藤田工務店 札幌市東区北３９条東２１丁目３番地 011-784-5199 本社電話に同じ H25.5.8 H30.5.7 00100053621 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるせいたいこうけん
せつ

㈲丸成大向建設
札幌市東区北23条東１丁目４番１６号第
１荒木ビル２F

011-741-7100 本社電話に同じ H23.8.19 H28.8.18 00100080090 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩
まるせいちばこうぎょ
う

㈲丸勢千葉興業 札幌市南区真駒内１５４番地２ 011-583-4519 本社電話に同じ H27.4.15 H32.4.14 00100029538 プ,木,金,陶,が

石狩 まるせんゆし ㈱マルセン油脂 札幌市西区発寒１７条１４丁目１番１号 011-664-5581 本社電話に同じ H22.11.22 H27.11.21 00100013202 油,金

石狩 まるだいけんさん ㈱丸大建産
札幌市東区東苗穂１１条３丁目１５番１５
号

011-790-3330 本社電話に同じ H24.1.18 H29.1.17 00100129746 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるだいほっこうこう
ぎょう

丸大北晄工業㈲ 札幌市清田区清田６条２丁目１４番１１号 011-882-4231 本社電話に同じ H27.1.16 H31.12.27 00100066591 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 まるたか ㈱マルタカ 札幌市豊平区美園４条７丁目５番２６号 011-822-9170 本社電話に同じ H23.12.27 H28.12.26 00100163716 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

石狩 まるたかこうぎょう ㈲丸貴工業 札幌市北区篠路町拓北６番７号 011-791-7820 本社電話に同じ H24.5.18 H29.5.17 00100165951 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるたかこうなんしょう
じ

丸高興南商事㈲ 札幌市南区南沢５条２丁目１番５号 011-571-8018 本社電話に同じ H22.7.7 H27.7.6 00100154947 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるちょくだいこうこう
さん

丸直大晃興産㈱ 札幌市南区石山２条７丁目５番１１号 011-591-3227 本社電話に同じ H26.5.8 H31.5.7 00100060732 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるとささききこう ㈲丸都佐々木機工
札幌市手稲区新発寒５条５丁目２番１８
号

011-683-8143 本社電話に同じ H24.6.14 H29.4.25 00100135096 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるとしいたみしゃりょ
う

丸利伊丹車輌㈱
札幌市白石区菊水元町１条２丁目２番６
号

011-871-2580 011-376-3600 H24.12.15 H29.12.4 00110013923 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

石狩 まるとみこうぎょう ㈲丸富興業 札幌市白石区中央３条２丁目６番３６号 011-811-8382 本社電話に同じ H25.6.16 H30.6.15 00100054510
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

石狩
まるとみときわけんせ
つうんゆ

丸富常盤建設運輸㈱ 札幌市南区常盤５条２丁目１０３番地 011-591-7735 本社電話に同じ H26.12.6 H31.12.5 00100014590 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるとよひらたこうぎょ
う

丸豊平田工業㈲ 札幌市白石区北郷２条３丁目１０番１４号 011-875-2399 本社電話に同じ H25.1.12 H29.12.19 00100051606 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 まるなかうんゆ ㈱丸仲運輸
札幌市白石区平和通１４丁目北２番１０
号

011-862-6455 本社電話に同じ H26.6.4 H31.6.1 00100013206 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩
まるなかなかのこう
ぎょう

㈱マルナカ・ナカノ工業 札幌市清田区里塚３条４丁目１番２６号 011-886-2324 本社電話に同じ H26.5.20 H31.5.19 00100111141 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるにもりけん ㈱丸二森建 札幌市東区北３６条東１２丁目３番１２号 011-742-2983 011-774--810 H26.5.3 H31.5.2 00100106843 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるのぶこーてっく ㈲丸信コーテック 札幌市白石区北郷６条１０丁目２番５号 011-873-5848 本社電話に同じ H27.6.25 H32.6.14 00100154731 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるはくさとうこうぎょ
う

㈲丸博佐藤興業 江別市東野幌本町２１番地５ 011-383-7838 本社電話に同じ H23.10.6 H28.9.1 00100042427
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
ば,⑬

石狩 まるははやしうんそう マルハ林運送㈱ 北広島市北の里１１番地３ 011-861-8555 本社電話に同じ H22.10.6 H27.9.13 00100072385
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,
糞,体

石狩 まるひらせきゆ ㈱丸平石油 札幌市中央区南２条西２７丁目２番２３号 011-642-4555 本社電話に同じ H25.2.14 H30.2.13 00100170199 油

石狩 まるふくさんぎょう 丸福産業㈱ 札幌市清田区清田６条２丁目１番５号 011-881-2103 本社電話に同じ H25.10.29 H30.10.28 00100009759 汚,木,プ,紙,繊,金,陶,が
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石狩
まるふじたけだしょう
かい

㈲マルフジ竹田商会 札幌市東区丘珠町7２３番地１ 011-781-1873 本社電話に同じ H26.10.21 H31.10.7 00100113868 プ,木,金,陶,が,紙,繊,ゴ,汚,油,ア

石狩
まるほみさきさんぎょ
う

㈱マルホ美咲産業 江別市牧場町１７番１０号 011-872-3316 本社電話に同じ H21.10.20 H26.10.6 00100105395 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるまさたかはしさん
ぎょう

㈱丸政髙橋産業 札幌市白石区川下５８１番１８ 011-879-8620 本社電話に同じ H24.7.31 H29.7.30 00100136203 汚,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 まるまさとう ㈱マルマサトウ
札幌市豊平区月寒東３条１１丁目１番１３
号

011-854-5680 本社電話に同じ H26.5.10 H31.5.9 00100017393 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるますますだほん
てん

㈱丸升増田本店
札幌市中央区北７条西１５丁目２８番地１
１

011-632-0311 本社電話に同じ H23.4.8 H28.3.18 00110038172
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

石狩 まるまつそうぎょう 丸松総業㈱
札幌市北区あいの里３条１０丁目１１番８
号

011-778-6511 本社電話に同じ H23.5.19 H28.5.13 00110002498 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩 まるまつどせき 丸松土石㈲ 札幌市南区川沿１条３丁目１番２号 011-571-8656 本社電話に同じ H22.6.17 H27.6.8 00100029806 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,鉱,が

石狩 まるみかがやくみ ㈲円美加賀谷組 札幌市北区新川西４条４丁目１２番５号 011-765-0693 本社電話に同じ H24.7.24 H29.7.23 00100077304 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるみくどうけんせつ ㈱丸実工藤建設 札幌市白石区北郷４条２丁目４番５号 011-871-7552 本社電話に同じ H26.6.19 H31.6.2 00100018733 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩
まるみやふじのこう
ぎょう

マル宮藤野興業㈱ 札幌市南区藤野３条３丁目６番７号 011-591-2881 本社電話に同じ H24.6.7 H29.6.6 00100135478 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるやまけんせつ 円山建設㈱ 札幌市手稲区曙９条１丁目１番１２号 011-685-3155 本社電話に同じ H26.12.12 H31.12.11 00100026699
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,体

石狩 まるやまけんた 丸山　健太
札幌市厚別区中央５条４丁目１２番１号
若草物語２０５

070-5047-1013 本社電話に同じ H26.9.5 H31.9.4 00100179003 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 まるやまこうぎょう ㈲マルヤマ工業
札幌市豊平区月寒東３条５丁目３番１４
号

011-852-0076 本社電話に同じ H24.2.24 H29.2.23 00100013535 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 まるやまさんぎょう 丸山産業㈲ 江別市東野幌２２０番地 011-382-3769 本社電話に同じ H26.6.20 H31.6.7 00110018740 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば 有り

石狩
まるゆうことぶきけん
せつ

㈲丸優コトブキ建設 千歳市青葉５丁目３番１５号 0123-29-3354 本社電話に同じ H25.9.27 H30.9.26 00100144182 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるゆうこばやししょう
じ

㈲マルユウ小林商事 札幌市北区新川３条１６丁目８番８号 011-765-2665 本社電話に同じ H26.11.23 H31.11.22 00100114979 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 まるゆうりょうせ ㈱丸雄リョウセ 札幌市白石区北郷３条９丁目５番１４号 011-873-7893 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.26 00100018213 プ,木,が

石狩 まるよしうんゆきこう 丸吉運輸機工㈱ 北広島市輪厚６８１番地１４ 011-376-3800 本社電話に同じ H27.4.17 H28.12.6 00100081739 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
まるよしはたけやまこ
うぎょう

丸義畠山工業㈱ 札幌市白石区本通４丁目南５番２７号 011-865-5666 本社電話に同じ H25.7.18 H30.6.22 00100003893 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
まるわあおやまこう
ぎょう

㈱丸和青山工業 札幌市東区中沼西１条１丁目３番５号 011-791-6010 本社電話に同じ H26.9.30 H31.9.21 00100013277
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば,⑬

石狩
まるわふくずみこう
ぎょう

㈱丸和福住興業 札幌市清田区里塚３条４丁目８番２０号 011-881-3181 本社電話に同じ H25.8.25 H30.8.24 00100031440
燃,汚,木,プ,紙,繊,ゴ,金,陶,が,鉱,糞,
体,ば
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石狩 みうらけんたろう 三浦　健太郎
札幌市厚別区上野幌２条３丁目７番１５
号

011-887-0123 本社電話に同じ H26.8.26 H31.8.25 00100178997
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

石狩 みうらりょくかどぼく 三浦緑化土木㈱ 札幌市北区篠路町上篠路２７５番地４ 011-792-5195 本社電話に同じ H25.3.26 H30.3.25 00100171134 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 みえだしょうじ ㈲みえだ商事 札幌市北区篠路７条７丁目４番１８号 011-772-0534 本社電話に同じ H26.10.6 H31.10.5 00100064352 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 みかみこうぎょう ㈱三上工業 札幌市北区新川４条８丁目１０番５号 011-761-0181 本社電話に同じ H25.8.25 H30.8.24 00100055568 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みきふじ ㈲ミキフジ 札幌市白石区北郷１条８丁目１０番９号 011-874-0536 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00100178938 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みくろこすも ㈱ミクロコスモ
札幌市中央区南１６条西１２丁目３番２０
号

011-561-1002 本社電話に同じ H22.7.30 H27.7.29 00100152785 酸,ア,プ,ゴ,金,陶

石狩
みさわほーむいんぐ
ほっかいどう

ミサワホームイング北海道㈱ 札幌市白石区本通２１丁目北１番３５号 011-864-0330 本社電話に同じ H23.1.19 H28.1.18 00100124585 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 みしょん ㈲ミション 北広島市大曲緑ヶ丘７丁目５番地２ 011-377-3304 本社電話に同じ H26.4.15 H31.4.14 00100110626 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 みずかみまさひろ 水上　正博
札幌市豊平区平岸６条１４丁目２番４０－
１０１

011-841-4178 本社電話に同じ H22.7.13 H27.7.12 00100031580 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 みずたにぐみ ㈱水谷組
札幌市中央区南２９条西１１丁目４番１０
号

011-561-0787 本社電話に同じ H25.6.1 H30.5.31 00100009148 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 🏠 みちうえ ㈱ミチウエ 札幌市北区新琴似町５７４番地１ 011-764-8332 本社電話に同じ H23.8.22 H28.8.21 00110041969 油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

石狩 みちしたぐみ ㈱道下組 札幌市西区発寒１２条１丁目２番１０号 011-662-3608 本社電話に同じ H23.6.23 H28.6.6 00100128150 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
みちわきけんざいしょ
うてん

㈲道脇建材商店 北広島市大曲末広５丁目１０番地１５ 011-377-7308 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.10 00100080380 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みつとみうんゆ 光富運輸㈱ 札幌市南区川沿６条３丁目８番２７号 011-571-6058 本社電話に同じ H26.10.20 H31.10.19 00100013199 汚,プ,木,金,陶,が

石狩
みつひさだいけんこう
ぎょう

㈱光久大建興業 札幌市西区西町北１丁目４番１８号 011-618-4100 本社電話に同じ H24.11.2 H29.9.10 00100137897 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みとなこうぎょう ㈱ミトナ工業 札幌市東区北１８条東１４丁目３番１１号 011-741-2725 本社電話に同じ H24.4.11 H29.4.10 00100134139 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みどりかいはつ みどり開発㈲ 札幌市白石区北郷８条８丁目１番２９号 011-872-5005 本社電話に同じ H25.3.19 H30.3.18 00100141183 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みなと ㈱ミナト 札幌市清田区清田１条２丁目３番１号 011-881-3627 本社電話に同じ H26.7.31 H31.7.1 00100062226 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 みなみきんぞく ミナミ金属㈱ 石川県金沢市打木町東１４２６番地 076-269-1800 本社電話に同じ H23.11.23 H28.11.15 00100035690 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みなみしょうかい ㈱南商会 札幌市清田区清田６条１丁目６番１３号 011-882-1770 本社電話に同じ H25.2.19 H30.2.18 00100004451 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 みなみひろゆき 南　博幸 江別市元野幌８３１番地 090-8636-6686 本社電話に同じ H25.6.13 H30.6.12 00100172164 プ,紙,木,繊,ゴ,金
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石狩 みますこうぎょう 三益工業㈱ 札幌市豊平区平岸７条１５丁目１番５４号 011-811-5171 本社電話に同じ H26.7.10 H31.6.28 00100014343
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

石狩 みやうらこうぎょう 宮浦興業㈱ 札幌市南区藤野３条３丁目６番７号 011-591-6935 本社電話に同じ H24.6.8 H29.6.7 00100135524 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 みやさかしょうてん ㈲宮坂商店 札幌市西区発寒１３条４丁目３番１６号 011-661-5888 本社電話に同じ H27.4.10 H32.3.30 00100126930 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 みやたぐみせっこう ㈱宮田組石工 札幌市清田区北野６条１丁目４番４８号 011-885-7888 本社電話に同じ H27.5.11 H32.5.10 00100117926 汚,油,プ,木,金,陶,が

石狩
みやたでんせつこう
ぎょう

㈱宮田電設工業
札幌市白石区平和通１２丁目北５番２９
号

011-861-0301 本社電話に同じ H27.6.5 H28.12.8 00100163344
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

石狩 みやながけんせつ 宮永建設㈱ 石狩郡当別町栄町８１９番地 0133-23-4567 本社電話に同じ H23.8.30 H28.8.29 00100072052 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 みやのさんぎょう ㈲ミヤノ産業 札幌市白石区川下１条７丁目２番１５号 011-873-6110 本社電話に同じ H27.6.30 H32.6.24 00100119250 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
みやのりーすさんぎょ
う

㈲宮野リース産業 石狩市樽川１２５番地３２２ 0133-72-4656 本社電話に同じ H23.6.21 H28.6.20 00100160312 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 みやはらまさたか 宮原　正孝
札幌市北区新琴似８条１５丁目６番３８号
朝日ハイム１２号

011-762-5146 本社電話に同じ H24.9.22 H29.9.21 00100116723 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

石狩 みやびけんそう 雅建装㈱ 札幌市豊平区西岡２条５丁目２番１９号 011-851-0786 本社電話に同じ H24.4.21 H29.4.20 00100165810 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 優 みやま ミヤマ㈱ 長野県長野市丹波島１丁目１番１２号 026-285-4166 本社電話に同じ H20.8.30 H27.8.29 00100000553 汚,油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 みやま ㈲美山 札幌市白石区川下２１２９番３１ 011-873-5100 本社電話に同じ H26.4.11 H31.4.10 00100148128
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が

石狩 みやもとまりこ 宮本まり子
札幌市白石区川下１条６丁目２番１－５０
５号

011-875-2186 本社電話に同じ H24.2.10 H29.2.9 00100164505 汚,油,酸,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

石狩 みゆきこうさん ㈲ミユキ興産 札幌市北区新川３条４丁目８番３７号 011-768-2915 本社電話に同じ H25.6.20 H30.6.3 00100054107
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩
みゆきこーぽれーしょ
ん

ミユキコーポレーション㈱ 札幌市西区発寒１６条１３丁目３番５号 011-768-2915 本社電話に同じ H24.10.23 H29.10.22 00100168782
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

石狩 みゆきさんぎょう ミユキ産業㈱ 恵庭市島松寿町２丁目６番地の５ 011-897-3356 本社電話に同じ H25.10.22 H30.10.21 00100174257
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩
みるやるだいこうさー
びす

㈱ミルヤル代行サービス 札幌市豊平区豊平１条４丁目１番１３号 011-833-3311 本社電話に同じ H25.5.17 H30.5.16 00100171857 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 むげん ㈲ムゲン
札幌市厚別区厚別西3条3丁目４-3西光
マンションⅡ2０2

011-398-8412 本社電話に同じ H23.4.28 H28.2.23 00110125764 プ,紙,木,金,陶,が 有り

石狩 むつけんせつ 陸奥建設㈱
札幌市厚別区厚別東４条８丁目１５番２０
号

011-894-5409 本社電話に同じ H24.4.12 H29.4.11 00100165752 汚,木,金,陶,が

石狩 むらかみこうぎょう 村上工業㈱ 石狩市新港南３丁目７０３番地１６ 0133-64-2545 本社電話に同じ H22.4.29 H27.4.28 00100069003 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 むらかみどぼく ㈱村上土木 札幌市東区北４７条東２丁目１番２５号 011-753-8622 本社電話に同じ H26.1.30 H31.1.29 00100175773 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 むらかわけんざい ㈲村川建材 札幌市南区藤野４条２丁目８番８号 011-591-3398 本社電話に同じ H26.10.8 H31.10.7 00100114106 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
めいかいうんゆさぎょ
う

名海運輸作業㈱ 名古屋市港区西倉町１番５４号 052-661-8194 本社電話に同じ H25.2.23 H30.2.22 00100170690 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 めいこうかいうん 名港海運㈱ 名古屋市港区入船２丁目４番６号 011-271-6210 本社電話に同じ H25.2.15 H30.2.14 00100084784 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 めいしん ㈱明伸 札幌市北区太平１２条７丁目４番８号 011-773-5775 本社電話に同じ H26.5.3 H31.5.2 00100177143 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 めいせい ㈲明成 千歳市若草１丁目２０番地の１０ 0123-28-1551 本社電話に同じ H27.4.27 H32.4.26 00100117763 汚,油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 めいせい ㈲明正 札幌市白石区北郷８条３丁目５番４０号 011-788-7244 本社電話に同じ H23.8.22 H28.8.21 00100129333 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 めいつせれくと メイツセレクト㈱ 札幌市白石区栄通１６丁目７番１３号 011-857-8311 本社電話に同じ H23.8.22 H28.8.21 00100129482 プ,紙,木,金,陶

石狩 めいわこうぎょう 明和工業㈱ 札幌市南区南沢５条４丁目７番６号 011-571-2770 本社電話に同じ H26.4.16 H31.4.15 00100060652
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

石狩 めいわじゅうき ㈲明和重機 札幌市手稲区稲穂１条６丁目１９番１０号 011-682-9237 本社電話に同じ H25.8.1 H30.7.31 00100054934 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 めぐみうんゆ 恵運輸㈱ 札幌市白石区川下２０６６番地６ 011-874-8393 本社電話に同じ H23.9.29 H28.9.28 00100032801 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 めたるらいん ㈱メタルライン 札幌市東区中沼西３条１丁目１号 011-872-8900 本社電話に同じ H27.1.28 H32.1.18 00100152890 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 めでぃかるうぇーすと ㈱メディカルウェースト 札幌市東区北２６条東１９丁目３番１３号 011-790-7518 本社電話に同じ H25.11.27 H30.11.26 00100174801 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,陶,が

石狩 めでぃかるらいなーず メディカルライナーズ㈱ 札幌市豊平区美園７条５丁目２番１２号 011-842-2211 本社電話に同じ H27.2.3 H32.2.2 00100181730
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

石狩
めんてなんすふぁくと
りー

メンテナンスファクトリー㈱ 北広島市共栄１４番地１ 011-373-4790 本社電話に同じ H22.8.4 H27.8.3 00100155562 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 もえれさんぎょう ㈱モエレ産業 札幌市北区新琴似５条１２丁目３－５ 011-769-3500 本社電話に同じ H25.9.13 H30.9.12 00100173896 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 🏠 もがみしょうてん ㈲最上商店 江別市弥生町８番地６ 011-382-4305 本社電話に同じ H24.8.7 H29.5.2 00110047701 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が 有り

石狩
もがみしんせいけん
せつ

最上新世建設㈱
札幌市中央区南１５条西１６丁目１番６１
号

011-551-6191 本社電話に同じ H25.9.3 H30.9.2 00100173684 プ,紙,木,金,陶,が

石狩
もすぶつりゅうぷらん
にんぐ

モス物流プランニング㈱
札幌市豊平区月寒東１条２０丁目４番１９
号

011-857-1000 本社電話に同じ H24.7.20 H29.7.19 00100125146 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 もでるうんゆ モデル運輸㈱ 札幌市東区中沼町６０番地４７ 011-790-2300 本社電話に同じ H23.4.19 H28.4.18 00100012667 プ,紙,繊,金,木,陶,が

石狩 もりさきじゅうき 森崎重機㈱ 北広島市中央３丁目８番地４三和ビル２Ｆ 011-373-0298 本社電話に同じ H26.6.29 H31.6.28 00100000882
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

石狩 もりしたけんざい 森下建材㈱ 札幌市手稲区手稲山口２２５番地１ 011-682-1991 本社電話に同じ H26.3.11 H31.3.10 00100054009 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 もりしたじどうしゃ 森下自動車㈱ 札幌市白石区川下７７０番地３２ 011-874-8625 本社電話に同じ H25.10.9 H30.10.2 00100056049 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 もりぞうえん ㈱森造園
札幌市豊平区月寒東２条２０丁目８番５
号

011-851-8534 本社電話に同じ H23.1.20 H28.1.19 00100158295 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 もりぞうえんどぼく ㈱森造園土木 札幌市南区藤野４条８丁目１０番１０号 011-591-8435 本社電話に同じ H27.6.12 H32.6.11 00100183470 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 もりみつ モリミツ㈱ 札幌市豊平区美園９条３丁目３番５号 011-812-0497 本社電話に同じ H24.5.22 H29.5.21 00100166728 プ,金,陶

石狩 もんきーばすけっと ㈲モンキーバスケット 石狩郡当別町獅子内２１１８番地４ 0133-26-4775 本社電話に同じ H25.8.27 H30.8.10 00110055086 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

石狩 やすおかこうぎょう ㈲安岡興業
札幌市白石区菊水元町６条３丁目６番２
２号

011-874-7833 本社電話に同じ H24.8.30 H29.8.29 00100137304 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 やすだこうぎょう 安田興業㈱ 札幌市東区東苗穂３条１丁目８番１４号 011-783-7878 本社電話に同じ H25.10.17 H27.9.1 00100121666 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 やだけんぎょう ㈱矢田建業 札幌市清田区平岡４条２丁目１４番１６号 011-882-6055 本社電話に同じ H26.9.26 H31.9.25 00100167851 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 やちよこうぎょう 八千代工業㈱ 札幌市豊平区美園１２条７丁目７番８号 011-823-5173 本社電話に同じ H22.7.16 H27.7.15 00100155451 木,金,が

石狩 やなぎだかずてる 柳田　和輝 石狩市花川南５条４丁目７３番地 0133-72-4718 本社電話に同じ H25.7.12 H28.3.24 00100159273 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やなぎはらけんせつ 柳原建設㈱ 札幌市豊平区西岡４条９丁目１１番３号 011-852-0094 本社電話に同じ H26.4.11 H31.4.10 00100065244 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やのぐみ ㈱矢野組 札幌市清田区清田６条３丁目６番１号 011-881-7082 本社電話に同じ H23.10.25 H28.10.24 00100162512 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまいちうんゆ 山一運輸㈱ 札幌市手稲区手稲山口６９８番地１ 011-695-5121 本社電話に同じ H24.3.14 H29.2.27 00100083184 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまうちさんぎょう ㈲山内産業 石狩郡当別町六軒町１５番地１ 0133-25-2225 本社電話に同じ H25.1.12 H29.12.3 00100051365 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩
やまきちたかしまぞう
えん

㈱山吉髙島造園 札幌市東区伏古７条２丁目２番５号 011-781-2235 本社電話に同じ H27.5.28 H32.5.27 00100183108 泥,プ,紙,木,金,陶,が

石狩 やまぐち ㈱ヤマグチ 札幌市白石区本郷通９丁目南６番１３号 011-879-1090 本社電話に同じ H26.12.11 H31.12.10 00100180764 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまぐちこうぎょう ㈱山口工業 札幌市白石区川下５条３丁目５番３号 011-872-1833 本社電話に同じ H26.4.17 H31.4.14 00100148126
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
ば

石狩
やまけんほどうこう
ぎょう

ヤマケン舗道工業㈱ 札幌市東区東苗穂１３条４丁目１番１０号 011-792-4316 本社電話に同じ H25.4.17 H30.4.16 00100171414 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
やまさきどぼくこうぎょ
う

㈱山崎土木工業 札幌市東区北２８条東２１丁目２番２２号 011-783-1552 本社電話に同じ H25.7.2 H29.12.17 00100100736 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまさささきしょうてん ㈲ヤマサ佐々木商店
札幌市厚別区厚別中央４条２丁目３番７
号

001-891-0279 本社電話に同じ H26.1.23 H31.1.22 00100012663 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

石狩 やましたぐみ ㈲山下組
札幌市手稲区前田１０条１２丁目３番２６
号

011-683-2218 本社電話に同じ H26.6.8 H31.6.7 00100018528 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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石狩 やまそーけんせつ ヤマソー建設㈱ 札幌市北区屯田５条７丁目１番４７号 011-768-8533 本社電話に同じ H25.4.16 H28.8.24 00100161751 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまだけんちく ㈱山田建築
札幌市清田区里塚緑ヶ丘３丁目１６番３
号

011-688-7929 本社電話に同じ H26.3.13 H31.3.12 00100176512 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
やまだこーぽれーしょ
ん

㈱山田コーポレーション 札幌市西区平和３条７丁目４番３号 011-666-7980 本社電話に同じ H23.7.29 H28.7.28 00100160963 汚,油,陶

石狩
やまださんぎょううん
ゆ

㈲山田産業運輸 石狩市八幡３丁目３２１番地４４ 0133-66-3000 本社電話に同じ H25.6.10 H28.3.26 00100038416
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
ば

石狩 やまだじゃり 山田砂利㈱ 札幌市北区新川７１９番地１ 011-764-7836 本社電話に同じ H25.6.5 H30.6.4 00100143524 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまだみつよし 山田　光文 札幌市東区北２０条東１８丁目２番１８号 011-782-2137 本社電話に同じ H22.8.17 H27.8.16 00100155935 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
やまちょうなかじまぐ
み

㈱山長中島組 札幌市東区北２１条東３丁目１番２０号 011-721-8886 本社電話に同じ H24.5.3 H29.4.22 00100033293 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまとうんゆ 山登運輸㈱ 札幌市東区東雁来４条１丁目１番２３号 011-781-4111 本社電話に同じ H23.3.19 H28.3.18 00100012479 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,ゴ,金,陶,ば

石狩
やまとえんじにありん
ぐ

㈲ヤマトエンジニアリング 石狩市花川南１０条１丁目１番９号 0133-75-7365 本社電話に同じ H24.6.20 H29.6.19 00100136167 汚,油,プ,ゴ,金,陶,が

石狩 やまとけんせつ ㈱ヤマト建設 札幌市南区川沿１条３丁目５番２０号 011-573-2759 本社電話に同じ H26.7.11 H31.7.10 00100178482 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまとけんせつうんゆ 大和建設運輸㈱ 札幌市南区真駒内本町１丁目１番１号 011-811-1255 本社電話に同じ H26.6.22 H31.6.21 00100016631 燃,汚,プ,木,繊,金,陶,が

石狩 やまとこうぎょう ㈱大和工業 札幌市清田区平岡４条１丁目３番１号 011-885-8375 本社電話に同じ H26.5.9 H31.5.8 00100177363 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 やまとこうけん ㈱大和工建
札幌市厚別区上野幌３条２丁目１４番１１
号

011-398-9453 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.16 00100175406 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
やまとほーむこんび
にえんす

ヤマトホームコンビニエンス
㈱

東京都中央区銀座２丁目１２番１８号 03-6671-9450 本社電話に同じ H24.9.4 H29.9.3 00100136707 プ,金,陶

石狩 やまのさーびす 合同会社ヤマノサービス 石狩郡当別町弥生５１番地２５ 0133-29-1639 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.16 00100174955 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 やまもと ㈱ヤマモト 静岡県富士宮市山宮２３４４番地 0544-58-1780 本社電話に同じ H24.9.12 H29.9.11 00100026380 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば

石狩 やまもとけんざい ㈱山本建材 石狩市花川南８条４丁目３７６番地 0133-73-4037 本社電話に同じ H26.4.18 H31.4.9 00100148208 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 やまもとひろき 山本　裕樹 札幌市東区伏古１２条３丁目４番３５号 011-786-2448 本社電話に同じ H23.8.19 H28.8.18 00100161617
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 やまやさんぎょう ㈲山谷産業 石狩市花川東１番地８ 0133-73-4988 本社電話に同じ H23.8.3 H28.8.2 00100040646 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

石狩
やまよこばやししょう
かい

ヤマヨ小林商会㈱ 札幌市北区篠路町拓北３１番地１１４ 011-772-6402 本社電話に同じ H25.8.30 H30.8.29 00100144440 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ゆういこうぎょう ㈲勇偉興業 北広島市大曲緑ヶ丘７丁目１０番地８ 011-377-2051 本社電話に同じ H25.8.8 H30.7.1 00100104803 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 ゆうが ㈱悠雅 札幌市厚別区厚別南２丁目７番８号 011-375-6588 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100178165 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ゆうけんしょうじ ㈲優建商事 石狩市花川南１０条２丁目１１８番地 0133-73-3708 本社電話に同じ H23.10.6 H28.8.23 00100079048 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ゆーざーさいど ユーザーサイド㈱ 札幌市北区北９条西３丁目１９－１ 011-738-7700 本社電話に同じ H25.5.9 H30.5.8 00100171854 プ,ゴ,金,陶

石狩 ゆうしんこうぎょう ㈱雄伸工業 札幌市白石区北郷１条１４丁目２番２１号 011-595-7885 本社電話に同じ H27.1.27 H32.1.26 00100181701 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

石狩 ゆうせいこうぎょう 勇成興業㈱ 札幌市白石区栄通４丁目２番２７号 011-867-9020 本社電話に同じ H27.3.17 H32.3.16 00100182289 陶,が

石狩 ゆうと ㈱友斗 札幌市南区簾舞４条６丁目７番８号 011-578-5470 本社電話に同じ H26.9.2 H31.9.1 00100179344 紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ゆーとうんゆそうこ ユート運輸倉庫㈱ 北広島市大曲並木２丁目２番地７ 011-377-8455 本社電話に同じ H23.1.20 H28.1.19 00100158293 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ゆかろんさっぽろ ユカロン札幌㈱ 札幌市東区伏古３条５丁目４番７号 011-780-6123 本社電話に同じ H25.5.16 H30.5.15 00100142397 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,⑬

石狩 ゆさけんせつ ㈱遊佐建設 札幌市白石区北郷５条４丁目８番３号 011-872-1980 本社電話に同じ H26.7.7 H31.7.6 00100019999 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ゆたかこうさん 豊興産㈱ 秋田県秋田市新屋扇町１２番４９号 0188-28-4611 本社電話に同じ H25.7.5 H30.7.4 00100000972
プ,汚,金,陶(以上いずれも廃蛍光灯、
廃乾電池等水銀の付着しているもの
に限る)

石狩 ゆにおんきこう ㈱ユニオン機工 札幌市清田区北野５条１丁目５番６号 011-884-5578 本社電話に同じ H26.9.5 H31.9.4 00100179000 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 ゆめしょう ㈱夢翔 札幌市東区東苗穂３条１丁目１６番地 011-299-5213 本社電話に同じ H27.3.14 H31.8.12 00100178719
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば,⑬

石狩 よこいとしみ 横井 利美
札幌市南区藤野２条８丁目７番１０号第３
中向荘

011-591-0540 本社電話に同じ H24.10.10 H29.9.26 00100060964 油,酸,プ,紙,金,陶

石狩 よこはまうえき 横浜植木㈱ 神奈川県横浜市南区唐沢１５番地 045-262-7410 011-862-3562 H24.6.9 H29.6.8 00100166511 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
よこはまきんぞくしょう
じ

横浜金属商事㈱ 神奈川県相模原市橋本台３丁目５番２号 0427-74-5481 本社電話に同じ H24.7.19 H27.5.27 00100002302 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 🏠 よこやまけんざい ㈲横山建材 札幌市白石区北郷１条１３丁目１番７号 011-872-5757 本社電話に同じ H27.4.9 H32.4.8 00100005339 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よこやまけんせつ ㈲横山建設
札幌市南区川沿６条２丁目２－５５－２０
５

011-573-2232 本社電話に同じ H24.11.6 H29.10.10 00100099417 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よこやまじゃり ㈲横山砂利 札幌市手稲区新発寒６条４丁目８番８号 011-685-8277 本社電話に同じ H22.10.5 H27.9.19 00100033803 汚,プ,木,金,陶,が

石狩 よこやまぞうえん ㈱横山造園 札幌市西区発寒６条５丁目５番３号 011-661-6283 本社電話に同じ H24.4.11 H29.3.26 00100083476 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 よしずみうんそう ㈲吉住運送 札幌市白石区北郷３条６丁目３番１０号 011-872-0028 本社電話に同じ H26.7.8 H31.7.7 00100014345 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よしそう ㈲吉総 札幌市北区屯田４条３丁目１番１０号 011-771-4756 本社電話に同じ H24.9.12 H29.8.28 00100098459 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体
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石狩 よしだぐみ ㈱吉田組 札幌市白石区本通９丁目南３番３号 011-862-7347 本社電話に同じ H26.5.21 H31.5.20 00100177604 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よしだこうむてん ㈲吉田工務店 札幌市北区太平５条４丁目４番１８号 011-771-1759 本社電話に同じ H26.8.8 H31.8.7 00100150022 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よしだすいどうどぼく 吉田水道土木㈱ 江別市野幌東町６４番地５ 011-383-0271 本社電話に同じ H25.1.29 H30.1.28 00100170197 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よしだそうぎょう ㈲吉田総業 札幌市清田区平岡２条４丁目３番３号 011-885-2077 本社電話に同じ H27.3.19 H32.3.18 00100067028 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 よしみずこうぎょう ㈲ヨシミズ工業 札幌市西区発寒１４条２丁目１番１１号 011-664-8558 本社電話に同じ H24.8.7 H29.8.6 00100072346 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よしむらうんそうてん ㈲吉村運送店 札幌市北区新琴似１２条６丁目４番１９号 011-761-5804 本社電話に同じ H23.7.15 H28.7.14 00100130068 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 よろずやこうぎょう ㈲萬屋興業 札幌市北区新琴似７条１４丁目１番２３号 011-763-9118 本社電話に同じ H24.8.23 H29.7.27 00100137008 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 らいとわーく ㈲ライトワーク 札幌市中央区南９条西１丁目１番２８号 011-889-5777 本社電話に同じ H23.12.21 H28.12.20 00100080701 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 らいふにっくす ㈱ライフニックス 札幌市東区東苗穂１３条４丁目４番３１号 011-522-6021 本社電話に同じ H23.9.16 H28.9.15 00100161993
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

石狩 らいらっくしゃりょう ㈱ライラック車輌 札幌市北区屯田３条１丁目１番３２号 011-771-5788 本社電話に同じ H26.3.12 H31.3.2 00100059260 油,酸,ア,プ,金,陶

石狩 らくようしゃ ㈲洛陽舎
札幌市東区北２１条東３丁目１－３８五洋
ビル１Ｆ

011-751-6606 本社電話に同じ H23.8.25 H28.8.24 00100129652 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 らっきーうんゆ ラッキー運輸㈱ 札幌市白石区米里１条２丁目７番１号 011-874-1616 本社電話に同じ H24.5.9 H29.5.8 00100047757 プ,金,陶

石狩
らんどすけーぷこう
ぎょう

㈱ランドスケープ工業 札幌市西区山の手２条６丁目６番１１号 011-621-6546 本社電話に同じ H25.7.11 H30.7.10 00100104920 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

石狩 り・ふぃーるど ㈱リ・フィールド
札幌市手稲区新発寒５条１丁目６番３２
号

011-668-0100 本社電話に同じ H23.5.7 H28.5.6 00100159026 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 りある ㈲リアル 札幌市東区北５１条東４丁目３番１１号 011-723-8755 本社電話に同じ H23.12.15 H28.12.14 00100163848 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 りーぶ ㈱リーブ 北広島市大曲工業団地３丁目４番地１ 011-370-5181 本社電話に同じ H26.3.10 H31.2.17 00100147364 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 りおん ㈲リオン 江別市角山２１３番地 011-385-3700 本社電話に同じ H25.12.3 H30.4.4 00100141811 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 優 りさいくるせんたー リサイクルセンター㈱ 大阪府東大阪市布市町２丁目１番４０号 0729-80-1390 本社電話に同じ H26.7.10 H33.6.14 00100008395 燃,汚,油,酸,ア,プ

石狩 優 りさいくるふぁくとりー リサイクルファクトリー㈱ 札幌市中央区南４条東５丁目１番地９ 011-219-6667 本社電話に同じ H26.12.27 H33.12.26 00100130643
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

石狩 りぷろわーく ㈱リプロワーク 石狩市新港中央３丁目７５０番地３ 0133-64-4311 本社電話に同じ H22.12.22 H27.11.21 00110004454
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば,⑬

有り

石狩 りぺあ ㈱リペア
札幌市豊平区豊平７条８丁目２番２２－８
０１号

011-743-3311 本社電話に同じ H26.10.22 H31.10.21 00100179981 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 りべらる ㈱リベラル 札幌市東区東苗穂１３条１丁目３番２３号 011-775-4707 本社電話に同じ H26.5.22 H31.5.12 00100061098
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体

石狩 りむてっく ㈱リムテック
札幌市手稲区新発寒５条１丁目６番３２
号

011-664-9651 本社電話に同じ H25.6.21 H30.6.20 00100172484 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 りゅうけんせつ ㈱隆建設
石狩市花川南８条１丁目１３４番地Beeプ
ライム

0133-77-5420 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.13 00100159501 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 りゅうわこうぎょう ㈲龍和工業
札幌市西区発寒８条１１丁目１番２７－１
１０号

011-688-6855 本社電話に同じ H26.3.24 H31.3.23 00100113410
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

石狩 りょうしょう ㈱凌霄
札幌市豊平区豊平４条９丁目２番１２－４
０６号

011-813-6025 本社電話に同じ H26.8.22 H31.8.21 00100178940 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 りょうほくうんゆ 陵北運輸㈱ 札幌市手稲区前田３条７丁目１番１２号 011-685-1000 本社電話に同じ H26.12.18 H31.12.17 00100181157 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 りょうほくうんゆ 菱北運輸㈱ 札幌市東区北２３条東１４丁目２番３号 011-712-3072 本社電話に同じ H24.9.8 H29.9.3 00100137717 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 りょうほくこうぎょう ㈲リョウホク工業 札幌市南区澄川３条４丁目７番４５号 011-822-5686 本社電話に同じ H23.3.26 H28.3.13 00100070929 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 りょくえんしゃ ㈲緑苑舎 石狩市緑苑台東２条１丁目８３番地 0133-75-9611 本社電話に同じ H25.7.18 H30.7.17 00100105189 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 りょくそうしゃ ㈱緑創舎 札幌市北区篠路６条４丁目５番８号 011-773-2225 本社電話に同じ H23.10.13 H28.10.12 00100148572 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 りょっかでざいん 緑化デザイン㈱ 札幌市東区苗穂町４丁目１番８号 011-741-5076 本社電話に同じ H26.7.11 H31.7.10 00100178447 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 るーつおぶじゃぱん ㈱ルーツ・オブ・ジャパン
札幌市豊平区月寒西３条１０丁目２番４８
号

011-842-8188 本社電話に同じ H26.3.20 H31.3.19 00100147984 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
れっくかんきょうさー
びす

㈲ＲＥＣ環境サービス
札幌市清田区美しが丘５条９丁目１番８
号

011-883-5531 本社電話に同じ H25.5.10 H30.5.9 00100103675
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

石狩 ろーどうんゆ ㈲ロード運輸
札幌市手稲区西宮の沢１条２丁目３番１
４号

011-662-6629 本社電話に同じ H23.5.26 H28.5.10 00100127236 油,プ,金,陶,が

石狩 ろーどくりえいてぃぶ ㈱ロードクリエイティブ 札幌市手稲区稲穂４条６丁目７番１号 011-681-6704 本社電話に同じ H22.4.27 H27.4.26 00100117764 プ,金,陶,が

石狩 ろーどぷらんにんぐ ㈱ロードプランニング 石狩郡当別町太美１４７３番地１３ 0133-27-6300 本社電話に同じ H26.12.2 H31.12.1 00100149435 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 ろーどりーむ ㈱ロードリーム 札幌市北区新琴似７条１２丁目３番５８号 011-763-5177 本社電話に同じ H22.7.1 H27.6.23 00100119087 燃,プ,紙,木,残,ゴ,金,体

石狩 ろじぱるえくすぷれす ㈱ロジパルエクスプレス 東京都葛飾区東四つ木四丁目４２番５号 03-3695-5151 011-879-7552 H24.9.21 H29.9.20 00100137407 プ,ゴ,金

石狩 ろっくおん ㈲ロック・オン
札幌市南区石山２条８丁目５番１２－２０
２号

011-592-0767 本社電話に同じ H25.12.17 H30.12.16 00100152891 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

石狩 ろんどくろーふ ㈱ロンド・クローフ 札幌市東区東雁来７条２丁目１２番１号 080-4041-0077 本社電話に同じ H24.10.10 H28.10.26 00100162107
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が

石狩 わーくえいど ㈱ワークエイド 札幌市白石区本郷通９丁目北３番１８号 011-862-8523 本社電話に同じ H24.11.21 H29.11.10 00100099882 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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石狩 わーくす ㈱ワークス北雄
札幌市白石区菊水元町８条２丁目１０番
２号

011-875-7188 本社電話に同じ H26.4.1 H31.3.31 00100176858 プ,木,金,陶,が

石狩 わーるどうってぃ ㈱ワールドウッティ
札幌市白石区南郷通１４丁目南３番１１
号

011-866-9050 本社電話に同じ H23.12.13 H28.11.27 00100080089 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
わーるどおーとぱー
つ

㈲ワールドオートパーツ 石狩市樽川３３６番３ 0133-72-3688 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100055749 プ,金,陶

石狩 わいえすしー ㈲ワイ・エス・シー
札幌市中央区南１０西１０丁目１番地２０
号

011-530-5661 本社電話に同じ H25.4.13 H30.4.12 00100171138 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩
わいけい・こーぽれい
しょん

ワイケイ・コーポレイション㈲ 札幌市手稲区新発寒７条７丁目２番１号 011-683-8121 本社電話に同じ H27.4.1 H32.3.31 00100182725 酸,プ,紙,木,繊,動,金,陶,が

石狩 わいずてくにくす ㈱ワイズテクニクス
札幌市豊平区月寒東３条１５丁目６番３８
号

011-807-4810 本社電話に同じ H25.2.15 H30.2.14 00100170689 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

石狩 わいずぷらんにんぐ ㈱ワイズプランニング 札幌市清田区清田６条２丁目９番１６号 011-299-6161 本社電話に同じ H23.9.29 H28.9.28 00100130434 プ,金

石狩 わいずめんてなんす ㈲ワイズメンテナンス 札幌市白石区川下２６９７番５ 011-598-0303 本社電話に同じ H24.3.27 H29.3.26 00100165591 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 わえんしょうじ ㈱和円商事 東京都中央区日本橋久松町９番１２号 03-5652-0617 0133-62-3858 H26.7.11 H31.7.10 00100153321 プ,紙,木,金,陶,が

石狩 わこおこうぎょう ワコオ工業㈱ 札幌市白石区中央３条２丁目１番５０号 011-832-5111 本社電話に同じ H25.11.19 H30.11.18 00100174800 汚,油,プ,木,ゴ,金,陶

石狩 わだうんそう ㈲和田運送 札幌市北区百合が原７丁目１番２５号 011-774-2315 本社電話に同じ H25.12.29 H30.12.28 00100057691 プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 わたなべきゅうそう ㈲渡辺急送 江別市あけぼの町２４番地１１ 011-382-7310 本社電話に同じ H23.12.17 H28.12.16 00100163844 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩 わたなべけんこう ワタナベ建工㈱ 札幌市北区屯田５条２丁目３番１７号 011-774-3806 本社電話に同じ H23.7.15 H28.7.14 00100161129 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 わたなべけんしょう ㈲渡辺建匠 札幌市北区新琴似５条９丁目４番１８号 011-761-2982 本社電話に同じ H24.3.31 H29.3.30 00100165254 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

石狩
わたなべとりょうしょう
かい

㈱渡辺塗料商会 札幌市清田区有明74番地5 011-887-8094 本社電話に同じ H26.11.7 H31.11.6 00100180507 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

石狩 わんず ㈲ワンズ 札幌市北区新川５条５丁目１番２２号 011-763-7222 本社電話に同じ H27.7.4 H32.6.4 00100154807 プ,金,陶
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