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空知 あーるふぉう ㈱アールフォウ 深川市３条８番３２号 0164-23-2645 本社電話に同じ H23.11.2 H28.10.18 00100131023 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 あかびらかいはつ 赤平開発㈱ 赤平市共和町１９９番地 0125-32-7670 本社電話に同じ H23.6.25 H28.6.24 00110160679 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

空知 あけつきこうぎょう ㈱明月興業 深川市一已町字一已１８６２番地５２１ 0164-23-4713 本社電話に同じ H22.12.18 H27.12.17 00110005368 燃,汚,油,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 あさいそうぎょう ㈱浅井総行 樺戸郡新十津川町字中央３０９番地７ 0125-76-2735 本社電話に同じ H22.5.15 H27.5.14 00100154532 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

空知 あさひうんゆ ㈲朝日運輸 岩見沢市４条西１７丁目１１番地 0126-22-2001 本社電話に同じ H26.1.11 H31.1.10 00100012169 木,プ,金,陶,が

空知
あしべつけんせつき
ぎょうくみあい

芦別建設企業組合 芦別市北１条東２丁目２番地 0124-22-2989 本社電話に同じ H25.12.11 H30.12.4 00110107972 プ,紙,木,金 有り

空知 あしべつしげんしょう ㈲芦別資源商 芦別市上芦別町５１９番地の１０ 0124-22-3753 本社電話に同じ H25.8.21 H30.8.13 00110144248 が,油,ゴ,汚,陶,残,木,金,プ 有り

空知
あしべつじょうかさー
びすこうぎょう

㈲芦別浄化サービス工業 芦別市南３条東２丁目２番地 0124-22-4768 本社電話に同じ H24.5.22 H29.5.21 00100047765 燃,汚,油,木,残,糞,ば,プ,金,陶

空知 あすりーと ㈱アスリート 夕張郡長沼町西３線南１番地 011-370-2752 本社電話に同じ H27.3.11 H32.3.8 00100067499 プ,木,金,陶,が,紙,繊,残,糞,体,汚,油

空知
あべけんせつこうぎょ
う

㈱阿部建設工業 深川市一已町字一已２５１９番地の９ 0164-23-2078 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.30 00100135913 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知
いがらしけんせつうん
ゆ

㈲五十嵐建設運輸 岩見沢市栗沢町小西３０９番地７ 0126-45-3482 本社電話に同じ H22.6.22 H27.6.21 00100154954 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,ば

空知
いしかわえいせいこう
ぎょう

㈲石川衛生工業 岩見沢市北村中央３番地３０５ 0126-56-2781 本社電話に同じ H27.2.1 H32.1.31 00100116386 プ,木,金,陶,が

空知 いしづかしょうじ 石塚商事㈲ 岩見沢市日の出町６３８番地５ 0126-23-9838 本社電話に同じ H25.10.29 H30.10.28 00110056018
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が

有り

空知 いとうけんせつうんゆ ㈲伊藤建設運輸 夕張郡長沼町中央南１丁目６番２０号 01238-8-4772 本社電話に同じ H26.8.21 H31.7.25 00100063007 プ,木,ゴ,金,陶,が

空知 いとうさんぎょう いとう産業㈲ 美唄市字茶志内３０７７番地４５ 01266-5-2488 01266-5-2232 H24.2.18 H29.2.17 00100039079 燃,汚,油,紙,木,鉱,プ,ゴ,金,陶,が

空知 いとうじゃり 伊藤砂利㈱ 樺戸郡新十津川町字中央１３４番地 0125-76-2273 本社電話に同じ H25.8.21 H30.8.4 00100007285 木,が

空知 いとうせきゆ ㈲伊藤石油 赤平市茂尻元町南２丁目１番地 0125-32-2635 本社電話に同じ H23.7.28 H28.7.27 00100129345 燃,油,プ,紙,木,繊,陶,が

空知 いとうでんき ㈲伊藤電気 夕張郡栗山町字継立１７４－９ 01213-75-2305 本社電話に同じ H24.5.19 H29.5.18 00100166226 金,陶,プ,木

空知 いのまたぐみ ㈱猪股組 岩見沢市駒園８丁目２番２号 0126-23-1086 本社電話に同じ H22.4.19 H27.4.18 00100117762 汚,プ,が,紙,木,金,陶,ゴ

空知
いばやしえんどうけん
せつ

居林遠藤建設㈱ 滝川市流通団地３丁目７番１４号 0125-23-1334 本社電話に同じ H26.11.1 H31.10.10 00100151488 プ,ゴ,金,紙,木,繊,が,陶

空知 いまむら ㈲イマムラ 赤平市豊栄町５丁目３９番地２０ 0125-32-2365 本社電話に同じ H22.6.17 H27.6.16 00100119389 プ,ゴ,金,紙,木,繊,が,陶
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空知
いわさきけんせつこう
ぎょう

㈱岩崎建設工業 夕張郡栗山町字継立１６９番地４６ 01237-5-2216 本社電話に同じ H24.1.4 H27.9.11 00100008535 木,プ,ゴ,金,陶,が,汚,紙,繊

空知 いわさけんせつ ㈱岩佐建設 砂川市吉野１条南１丁目９番１４号 0125-52-3293 0125-52-6332 H26.4.20 H31.4.19 00100016918 紙,木,プ,金,陶,が

空知 いわたかんきょう ㈲岩田環境 岩見沢市栗沢町最上８番地４ 0126-45-4790 本社電話に同じ H27.6.4 H32.6.3 00100030736 燃,汚,油,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 いわまやすお 岩間　靖男 岩見沢市３条東１２丁目１番地３ 0126-24-1357 本社電話に同じ H23.3.1 H28.2.19 00100037536 汚,木,プ,金,陶,が

空知
いわみざわこししげん
せんたー

㈲岩見沢古紙資源センター 岩見沢市南町７条３丁目４番１号 0126-25-0391 0126-45-3334 H25.10.25 H30.9.30 00110008642
燃,汚,油,紙,木,繊,残,糞,ば,プ,ゴ,金,
陶,が

有り

空知 いわみざわせいそう 岩見沢清掃㈱ 岩見沢市南町７条１丁目４番９号 0126-22-4447 本社電話に同じ H22.7.5 H27.7.2 00110004837
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が

有り

空知 いわみざわつううん 岩見沢通運㈱ 岩見沢市東町６７３番地 0126-22-3434 0126-22-3437 H22.8.18 H27.8.17 00110033083 汚,プ,木,残,ゴ,金,陶,が 有り

空知 いんてりあさんぽう ㈱インテリア三宝 滝川市東町８丁目３０６番地１６ 0125-24-2728 本社電話に同じ H24.11.7 H29.11.1 00100138719 汚,プ,紙,木,繊,陶

空知 うえむらけんせつ 植村建設㈱ 赤平市東文京町１丁目１番地 0125-32-3141 本社電話に同じ H23.5.10 H28.4.25 00100039271 プ,金,陶,が,木,汚

空知 うおずみさんぎょう ㈲魚住産業 滝川市北滝の川１３４４番地１９ 0125-24-2653 本社電話に同じ H22.9.11 H27.9.10 00100156455 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 うたしないうんそう 歌志内運送㈱ 歌志内市字本町１０２７番地７１ 0125-42-3062 0125-42-2579 H23.9.25 H28.9.24 00100042870 燃,汚,紙,木,繊,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知 うたしないこうさん 歌志内興産㈱ 歌志内市東光２７番地 0125-42-3838 本社電話に同じ H26.12.23 H31.12.21 00100066274 燃,紙,木,鉱,ば,金,陶,が

空知 うめざわこうぎょう ㈲梅澤興業 空知郡奈井江町字茶志内１７７９番地１５ 0125-52-6609 本社電話に同じ H26.1.8 H30.12.21 00100108106 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば

空知 うれたんこうぎょう ㈱ウレタン工業
空知郡南幌町字幌向原野１０１３番地晩
翠工業団地

011-378-1655 本社電話に同じ H26.6.13 H31.6.3 00110111294 プ,紙 有り

空知 えいかんうんゆ 栄冠運輸㈱ 滝川市東町３５５番地５ 0125-23-4151 01267-2-8311 H24.5.30 H29.5.29 00100048332 燃,汚,紙,木,プ,金,陶,が

空知 えいこうさんぎょう ㈲栄光産業 芦別市北５条西１丁目１番地の１８ 0124-22-2620 本社電話に同じ H25.7.19 H30.7.3 00110004219 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 えいわうんゆ ㈱永和運輸 夕張市南清水沢４丁目９６番地 01235-9-2120 本社電話に同じ H26.3.29 H31.3.28 00100016653 木,プ,金,陶,が

空知 えーけーさーびす ㈱ＡＫサービス 夕張市沼ノ沢４４５番地１９ 0123-57-3655 本社電話に同じ H24.5.15 H29.5.14 00100135545 プ,紙,繊,木,ゴ,金,汚,油,が,燃

空知 えこあくてぃぶ ㈱エコアクティブ 札幌市手稲区星置南４丁目４３番８号 011-685-5800 011-685-3100 H26.8.25 H31.8.24 00100150478 汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,が,陶,⑬

空知 えすてっく ㈱エステック 空知郡南幌町栄町４丁目４番３２号 011-378-2039 本社電話に同じ H26.2.26 H31.2.25 00100109568
燃,汚,プ,ゴ,金,陶,鉱,が,ば,紙,木,残,
油,糞,体,繊

空知 えぬけーろじすてくの エヌケー・ロジステクノ㈱ 札幌市中央区南２条西３丁目８番地 011-219-3035 01237-2-1136 H22.9.12 H27.9.11 00100033567 紙,木,繊,ば,プ,ゴ,金,陶,が
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空知 えべおつうんゆ ㈲江部乙運輸 滝川市江部乙町西１１丁目１３番６１号 0125-75-2525 本社電話に同じ H23.11.26 H28.11.25 00100163397 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

空知
えむけーとらんすぽー
たー

㈲エムケートランスポーター 夕張郡由仁町川端８３５番地 01238-5-2331 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.30 00100114166 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 えむけーろーど Ｍ・Ｋロード㈱ 夕張郡長沼町しらかば１丁目２番５号 0123-88-0643 本社電話に同じ H23.10.3 H28.9.27 00100130688 が,燃,汚,油,プ,ゴ,金,陶,紙,木,繊

空知 えむずはらだ ㈱ＭＺ原田 札幌市東区苗穂町３丁目４番３１号 011-704-1351 0126-24-7718 H26.9.11 H31.9.10 00100151038 汚,プ,金,が

空知 おいかわさんぎょう 及川産業㈱ 岩見沢市２条東１８丁目１番地 0126-22-0176 本社電話に同じ H26.4.23 H31.4.22 00100012791 汚,木,プ,陶,が,金

空知 おおとみこうぎょう 大富工業㈱ 札幌市東区東苗穂５条１丁目６番３６号 011-781-5311 011-378-7111 H22.6.3 H27.6.2 00100018525 汚,プ,木,金,陶,が

空知 おおにしこうぎょう ㈲大西工業 滝川市花月町３丁目８番１７号 0125-23-5333 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00100113804 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

空知 おおのこぎ ㈱大野小木 美唄市東４条北３丁目５番１号 0126-62-4111 0126-22-6048 H23.4.7 H28.3.27 00100126572 汚,プ,紙,木,金,陶,が

空知 おーわいえすしょうじ ㈱ＯＹＳ商事 岩見沢市幌向北１条３丁目５７４番地２７ 0126-26-6035 0126-32-6810 H24.2.19 H29.2.18 00110133712 油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶 有り

空知 おかもと ㈲オカモト
滝川市江部乙町東１３丁目１８４８番地２
１

0125-75-5108 本社電話に同じ H23.2.25 H28.2.24 00100158693 汚,が

空知 おかもとさんぎょう ㈲岡本産業 夕張郡由仁町三川泉町１８８ 01238-6-2537 本社電話に同じ H22.8.30 H27.8.29 00100033418 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

空知 かいうんこうぎょう ㈱開運工業 岩見沢市上幌向町５５９番地１７ 0126-26-1244 本社電話に同じ H26.11.8 H31.11.7 00100025144 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 かしわぎけんせつ 柏﨑建設㈱ 岩見沢市１１条西１丁目２番地 0126-23-2129 本社電話に同じ H23.9.20 H28.9.19 00100042701 木,プ,金,陶,が

空知 かなもりけいいち 金森　敬一 夕張市富野１９２番地５ 0123-75-2749 本社電話に同じ H27.3.3 H32.3.2 00100116790 プ,木,金

空知 かめだしょうじ ㈲亀田商事 夕張郡由仁町東栄２８２番地 0123-83-3247 本社電話に同じ H27.3.10 H32.3.7 00100116724 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 かめやけんせつ 亀谷建設㈱ 砂川市東４条南１６丁目１番１６号 0125-52-2577 本社電話に同じ H24.12.18 H29.12.17 00100169911 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 かわにしこうぎょう ㈲川西興業 滝川市北滝の川１９４３番地 0125-23-0509 本社電話に同じ H23.9.3 H28.9.2 00100069734 金,陶,が

空知
かわばたえいせいき
かく

㈲カワバタ衛生企画 岩見沢市栗沢町最上８番地８ 0126-45-2261 本社電話に同じ H22.4.25 H27.4.24 00100005367
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知 かわばたけんせつ 川端建設㈱ 砂川市西１条南２１丁目１番７号 0125-54-2233 本社電話に同じ H23.9.19 H28.9.18 00100079872 プ,木,金,陶,が,紙,繊,汚

空知 かわもとうんゆ 川本運輸㈱ 赤平市共和町２０１番地 0125-32-6391 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.30 00100042094 燃,汚,紙,木,鉱,糞,ば,プ,ゴ,金,陶,が,残

空知 🏠 かんきょうさーびす 環境サービス㈱ 砂川市西４条南１丁目３番１号 0125-52-2739 0125-52-6902 H23.11.9 H28.10.28 00110005750
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,⑬,プ,ゴ,金,陶,が

有り
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空知 かんしょうじ ㈱環商事 美唄市東６条北５丁目３番１号 01266-2-6621 本社電話に同じ H22.9.10 H27.9.5 00100033565 燃,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,糞

空知
きたがきけんせつこう
ぎょう

北垣建設工業㈱ 雨竜郡秩父別町１８７３番地 0164-33-2126 本社電話に同じ H23.7.17 H28.7.16 00100041408 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知 きたがわこうさん ㈲北川興産 赤平市百戸町西１丁目２１番地 0125-32-2195 本社電話に同じ H26.3.27 H31.3.24 00100109961 プ,ゴ,金,陶,木,紙,繊,が

空知 きたしんぶつりゅう ㈲北新物流 樺戸郡新十津川町字弥生３番地８ 0125-76-2711 本社電話に同じ H26.3.10 H31.3.9 00100059550 紙,木,繊,ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知 きたにほんうんゆ 北日本運輸㈱ 深川市開西町２丁目４番６１号 0164-22-7000 本社電話に同じ H26.4.23 H31.4.22 00100016403 木,プ,金,陶,が

空知 きたむらこうぎょう 北村興業㈱ 夕張郡由仁町本三川４１１番地 0123-82-4355 本社電話に同じ H26.7.25 H31.7.24 00100178181 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 きょうせい ㈱共生 夕張郡由仁町熊本７６１番地 0123-87-3253 本社電話に同じ H26.12.19 H31.12.18 00100167797
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

空知 きょうりつうんゆ 共立運輸㈱ 雨竜郡雨竜町字満寿３８番地２１０ 0125-77-2117 本社電話に同じ H26.4.23 H31.4.22 00100016402 木,プ,金,陶,が

空知 きょうりつどうろ 共立道路㈱ 夕張郡栗山町字大井分３２６番地 0123-72-6006 本社電話に同じ H23.8.11 H28.8.10 00100047764 が,燃,油,プ,紙,木,繊,金,陶,汚

空知 きょくとうけんせつ 極東建設㈱ 滝川市明神町２丁目１番１５号 0125-23-1171 0125-76-4775 H24.2.5 H29.2.4 00100045537 金,陶,が

空知 きりたひろお 桐田　博男 岩見沢市かえで町５丁目２番８号 0126-24-9392 本社電話に同じ H23.10.20 H28.10.10 00100130816 プ,木,ゴ,金,陶,が

空知 くどうしょうじ ㈱工藤商事 夕張郡栗山町桜丘１丁目１７番地 0123-72-1903 本社電話に同じ H26.9.3 H31.9.2 00100179005
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

空知 くにてるこうぎょう ㈲国輝工業 赤平市共和町199番地 0125-32-2827 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00100182243 プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 くらけん ㈲倉建 夕張市南清水沢１丁目５５番地 0123-59-4253 本社電話に同じ H26.8.25 H31.8.24 00100150438 プ,ゴ,金,陶,が,紙,木

空知 くりーんしすてむ ㈲クリーンシステム 岩見沢市大和３条４丁目３番２号 0126-25-7505 本社電話に同じ H26.9.18 H31.9.17 00100151019 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 くりーんせんたー クリーンセンター㈱ 夕張郡栗山町中央３丁目１９０番１ 01237-3-3200 本社電話に同じ H27.2.24 H28.10.22 00100080663
糞,体,残,油,燃,汚,紙,木,繊,金,ゴ,プ,
陶,が

有り

空知
くりーんせんたーみか
さ

㈲クリーンセンターミカサ 三笠市堤町１番地１５ 01267-2-2444 本社電話に同じ H26.12.9 H31.11.28 00100025649 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

空知
こうえいけんせつこう
ぎょう

光栄建設興業㈱ 深川市多度志２３７番地１ 0164-27-2121 本社電話に同じ H24.3.9 H29.3.8 00100134094 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

空知 こうさかきゅうそう ㈲高坂急送 美唄市字上美唄４２０２番地５ 0126-67-2320 本社電話に同じ H26.12.24 H31.12.23 00100115647 プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,繊,汚,糞

空知 こうせいさんぎょう ㈱恒星産業 滝川市江部乙町東１０丁目９番５５号 0125-75-2061 本社電話に同じ H22.10.12 H27.10.11 00100034168 汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知 こうせいでんこう ㈱弘盛電工 滝川市流通団地３丁目２番７号 0125-24-1573 本社電話に同じ H22.11.16 H27.11.13 00100123265 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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空知
こうなんさんめいけん
せつ

公南山明建設㈱ 岩見沢市８条西２３丁目１番地 0126-22-2345 本社電話に同じ H26.8.23 H31.8.22 00100113268 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 こうわけんせつ 興和建設㈱ 雨竜郡秩父別町１３１２番地 0164-33-2262 0164-33-3883 H27.3.2 H32.3.1 00100027961 プ,ゴ,金,陶,が

空知 こたにさんぎょう 小谷産業㈱ 岩見沢市上幌向町５２９番地１０ 0126-26-3838 本社電話に同じ H26.5.18 H31.5.17 00100001175 汚,木,プ,金,陶,が

空知 こっこうさんぎょう 國耕産業㈲ 夕張郡栗山町中央４丁目９番地 01237-2-3158 本社電話に同じ H22.9.13 H27.9.12 00110033566 燃,紙,木,繊,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 こばやしこうぎょう ㈲小林興業 三笠市幾春別山手町８０番地１０ 01267-6-8568 本社電話に同じ H22.4.12 H27.4.11 00100068837 汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知 こぶしせいそう ㈲こぶし清掃 岩見沢市５条東５丁目３番地２ 0126-25-5858 本社電話に同じ H26.8.18 H31.8.17 00100060540 汚,紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が

空知 こんのぐみ ㈱今野組 滝川市本町3丁目1番15号 0125-23-2581 本社電話に同じ H26.4.10 H31.4.9 00100176829 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 こんのけんせつ 今野建設㈱ 赤平市幌岡町２０２番地 0125-32-3081 本社電話に同じ H23.12.15 H28.12.14 00100042095 プ,紙,木,繊,金,陶,が,汚

空知 さーくるだんぼう ㈲サークル暖房 岩見沢市７条西１１丁目１－１３ 0126-22-1294 本社電話に同じ H26.9.8 H31.9.7 00100150852 プ,紙,木,陶,が,金

空知 さいかみこうぎょう 妻神工業㈱ 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地の５ 0164-32-2421 011-378-1630 H26.4.21 H31.4.20 00100004498 燃,汚,油,紙,木,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知 さかい ㈱サカイ 和歌山県和歌山市徳田木丁４番地の１ 0734-36-9200 011-378-2510 H25.8.11 H30.8.10 00100006925 残

空知 さかえけんせつ 栄建設㈱ 岩見沢市岡山町１８番地９ 0126-23-0110 本社電話に同じ H26.9.15 H31.9.14 00100113802 汚,油,プ,紙,木,陶,金,が,ゴ

空知 さかたうんゆ 坂田運輸㈲ 夕張郡栗山町中央１丁目５０番地 01237-2-1926 01237-2-5792 H25.7.29 H30.7.28 00100004848
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

空知
さかもとけんせつこう
ぎょう

坂本建設工業㈱ 夕張市南部大宮町１０３番地 0123-55-2228 本社電話に同じ H23.12.22 H28.12.21 00100132396 プ,紙,木,繊,金,陶,が,燃,汚,ゴ,鉱,ば

空知 さくらいばんきん ㈱櫻井板金 樺戸郡新十津川町字弥生３１番地６ 0125-76-4339 本社電話に同じ H24.9.19 H29.9.11 00110137189 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

空知 さとうこうぎょう ㈲佐藤工業 岩見沢市栗沢町由良１９２番地 0126-24-2023 本社電話に同じ H26.4.30 H31.4.29 00100060778 燃,汚,紙,木,繊,ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知 さんきかいはつ 三基開発㈱ 札幌市西区宮の沢４条４丁目１番１号 011-662-6590 011-378-2261 H26.10.22 H31.10.21 00100019446 プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 さんきこうしょうじ ㈲産興商事 三笠市本郷町６８５番地 01267-2-7000 本社電話に同じ H26.1.27 H31.1.10 00110012789 汚,油,酸,ア,プ,木,金,陶 有り

空知 さんてっくす ㈱サンテックス 砂川市西１条南２１丁目４番３４号 0125-52-2674 本社電話に同じ H23.8.13 H28.8.12 00100041986 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知 さんとうしょうじ 三東商事㈱ 砂川市豊沼町１番地 0125-54-1311 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00100156011 燃,汚,油,鉱,ば,紙,木,繊,金,陶,が,プ,ゴ

空知 さんのへけんざい ㈲三戸建材 岩見沢市岡山町１２９番地２３ 0126-23-8732 本社電話に同じ H22.12.7 H27.12.6 00100035846
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば
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空知 さんゆうけんぱん ㈱三雄建販 岩見沢市岡山町３３５番地２ 0126-24-4390 本社電話に同じ H26.1.11 H31.1.10 00100012493 燃,紙,木,プ,金,陶,が,油,ゴ,繊,汚

空知
さんゆうさいせいある
みこうぎょう

㈲三友再生アルミ工業 岩見沢市上幌向町５２９番地１８ 0126-26-2122 本社電話に同じ H23.6.29 H28.6.18 00100128310 プ,紙,木,ゴ,金,陶

空知 さんようりょっかどぼく 三葉緑化土木㈱ 三笠市本郷町５６８番地 01267-3-1390 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00100068625 紙,木,繊,金,陶,が,プ

空知
さんりつこんくりーとだ
せつ

三立コンクリート打設㈱ 砂川市東１条南２０丁目１番３８号 0125-52-4789 本社電話に同じ H26.8.6 H31.8.5 00100112364 汚

空知 さんわさんぎょう サンワ産業㈱ 砂川市西３条北２１丁目１番２２号 0125-53-3488 本社電話に同じ H23.7.10 H28.7.9 00100041130 燃,汚,木,プ,紙,繊,金,陶,が,鉱,糞,ば

空知 さんわゆそう ㈱三和輸送 滝川市花月町３丁目１０番３３号 0125-74-4011 本社電話に同じ H24.11.17 H29.11.16 00100169418 汚,プ,陶

空知 しーあーるしー ㈱ＣＲＣ 岩見沢市岡山町１８番地２０ 0126-31-6756 本社電話に同じ H26.8.6 H31.8.5 00100112875
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,
鉱,糞,固,ば

空知 しげんさーびす 資源サービス㈱ 雨竜郡妹背牛町字妹背牛４９９番地の５ 0164-32-2531 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.24 00100063866 汚,木,プ,陶,が

空知 しずえうんゆ しずえ運輸㈱ 芦別市上芦別町９４番地７２ 01242-3-1119 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.26 00100063223 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,汚,ば,燃

空知 しもたけこうぎょう 下竹工業㈱ 岩見沢市日の出町５６９番地２３ 0126-24-6774 本社電話に同じ H23.10.6 H28.9.26 00100042847
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,⑬,プ,ゴ,金,陶,が

空知 じゅうせつ ㈱Ｊｕｓｒｔｕ 岩見沢市金子町１５番地 0126-23-0169 本社電話に同じ H23.10.1 H28.9.30 00100162487 プ,陶,が,紙,木,繊,金

空知 しょううん ㈱照運 砂川市西１条北１２丁目１番２８号 0125-52-5027 本社電話に同じ H26.5.26 H31.5.25 00100018933
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,糞,⑬,プ,ゴ,
金,陶,が,ば,鉱

空知 しょううんこうぎょう 昌運工業㈱
東京都千代田区内神田２丁目１５番１１
号

03-3252-7801 0125-52-2862 H26.6.20 H31.6.6 00100019617 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

空知 しょうけんこうぎょう ㈲商建興業 岩見沢市東町３６８番地２ 0126-20-1133 本社電話に同じ H24.7.29 H29.7.28 00100097671 汚,紙,木,プ,金,陶,が

空知 じょうほくけんせつ ㈱常北建設 岩見沢市東町２条３丁目９３番地 0126-25-5545 本社電話に同じ H26.5.20 H31.5.19 00100110966 汚,プ,が,陶,木,紙

空知 しょうわまてりある 昭和マテリアル㈱ 岩見沢市上幌向町５４２番地７ 0126-26-3636 本社電話に同じ H27.3.28 H32.3.27 00100060416 木

空知 しょくえいしょうじ 植栄商事㈱ 赤平市東文京町１丁目１番地 0125-32-2225 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.30 00100044526 プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 しんえいうんゆ 新栄運輸㈱ 芦別市新城町１８６番地 01242-8-2357 本社電話に同じ H24.10.1 H29.9.30 00100050114 燃,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知 しんたにうんゆ 新谷運輸㈱ 滝川市泉町１３５番地１ 0125-22-4050 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100006430 燃,汚,木,ば,プ,金,陶,が

空知
しんとつかわけんせ
つうんゆ

㈱新十津川建設運輸 樺戸郡新十津川町字中央４１番地２６ 0125-76-2220 本社電話に同じ H26.4.9 H31.4.8 00100016649 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,ば

空知 しんわ ㈲新和 空知郡南幌町栄町４丁目４－３６ 011-378-0069 本社電話に同じ H24.7.28 H29.7.27 00100167572 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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空知 しんわさんぎょう ㈲新和産業 雨竜郡沼田町字北竜２１２番地 0164-35-1415 本社電話に同じ H22.5.10 H27.5.9 00100030111 汚,プ,ゴ,金,陶,が

空知 すいこうしゃ ㈲水工社 夕張郡栗山町朝日３丁目１０５番地の２４ 0123-72-5283 本社電話に同じ H26.12.9 H31.12.8 00100152194 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,残

空知
すぎもとじゅうきこう
ぎょう

㈱杉本重機工業 夕張郡由仁町三川錦町１１５番地 0123-86-2939 本社電話に同じ H23.10.26 H28.10.25 00100130908 が,木,汚,プ,金,陶,紙,繊

空知 すずきひでお 鈴木　英雄 夕張郡栗山町字大井分３２６番地７ 0123-75-2350 本社電話に同じ H25.3.5 H30.3.4 00100102464 紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知
すずよしじゅうきけん
せつ

㈲鈴由重機建設 空知郡奈井江町字奈井江３６番地２６ 0125-65-3369 本社電話に同じ H23.8.30 H28.8.29 00100130081 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 すみけんこうぎょう ㈲住建興業 夕張郡由仁町東栄１１０番地 01238-3-3633 本社電話に同じ H24.3.20 H29.3.19 00100083776
燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,残,油,
酸,ア

空知 せきゅめんと ㈱セキュメント 樺戸郡新十津川町字中央３１５番地１ 0125-76-2197 本社電話に同じ H22.4.18 H27.4.17 00100029626
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

空知 ぜにあてっくす ㈱ゼニアテックス 赤平市茂尻旭町１丁目１２番地１ 0125-34-2221 本社電話に同じ H23.11.13 H28.11.12 00100079258 油,紙,木,繊,プ,金,陶

空知
せんごくけんせつうん
ゆ

千石建設運輸㈲ 砂川市空知太東１条６丁目１番７号 0125-53-2219 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.26 00100019176 汚,木,プ,ゴ,金,陶,が

空知
そらちうんそうきぎょう
くみあい

空知運送企業組合 樺戸郡新十津川町字大和９６－４ 0125-76-3619 本社電話に同じ H22.4.18 H27.4.17 00100029625 木,プ,金,陶,が

空知 そらちかんきょう ソラチ環境㈱ 滝川市新町６丁目３番２０号 0125-26-5555 0125-26-5555 H22.12.22 H27.12.21 00110158001
燃,汚,油,酸,ア,鉱,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,
が,ば,固,残,糞,体

有り

空知
そらちかんきょうそう
ごう

空知環境総合㈱ 岩見沢市宝水町２０７番地１ 0126-22-0478 0126-25-7370 H23.5.15 H28.5.14 00110005338
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が

有り

空知 そらちこうさん 空知興産㈱ 滝川市新町６丁目３番２０号 0125-23-2861 0125-78-3222 H26.8.11 H31.8.10 00100004839
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が,固

有り

空知 そらちそうごうきかく ㈱空知総合企画 岩見沢市東町６６６番２ 0126-25-7683 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.30 00100135656 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

空知 たいいちじこう 大一自工㈱ 夕張郡長沼町東町南１丁目２番１号 01238-8-2178 本社電話に同じ H24.9.11 H29.9.10 00100050242 汚,ゴ,金,陶,が,プ

空知 たいいちどぼく ㈱大一土木 樺戸郡新十津川町字大和１０２番地４ 0125-76-4531 本社電話に同じ H23.8.1 H28.7.31 00100078722 汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知 だいこくうんゆ ㈱大国運輸 深川市一已町字一已１８６２番地 0164-23-0003 本社電話に同じ H25.4.19 H30.4.18 00100171559 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 たいしんけんせつ ㈱泰進建設 滝川市流通団地３丁目７番３１号 0125-22-4355 0125-53-3151 H22.6.16 H27.6.15 00100030834 汚,木,プ,金,陶,が

空知
たいせいかもつうんそ
う

大成貨物運送㈱ 夕張市南部新光町３８番地 01235-5-2155 本社電話に同じ H22.4.18 H27.4.17 00100029473 燃,汚,紙,木,繊,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知
たいせいけんせつこう
ぎょう

㈲大誠建設工業 岩見沢市４条東１８丁目２４番地１３ 0126-25-3435 01267-3-1450 H23.8.10 H28.8.9 00100129581 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 だいまる ㈱大丸 樺戸郡月形町字南耕地８２０番地４ 0126-53-3323 本社電話に同じ H24.11.28 H29.11.27 00100169419 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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空知 だいりゅうけんせつ 大龍建設㈱ 雨竜郡雨竜町字満寿２８番地１２９ 0125-77-2258 本社電話に同じ H22.6.9 H27.5.26 00100118806 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 たかせこうぎょう ㈱高瀬興業 岩見沢市元町２条東９丁目１７番地 0126-25-3581 本社電話に同じ H22.12.7 H27.12.6 00100035847 汚,木,プ,金,陶,が

空知 たかはしけんざい ㈱髙橋建材 夕張郡長沼町西４線南４番地 0123-88-4779 本社電話に同じ H26.8.13 H31.8.12 00100178785 プ,紙,木,繊,残,固,金,陶,が,体

空知 たかまつさんぎょう ㈲高松産業 芦別市上芦別町１６番地１ 0124-22-1652 本社電話に同じ H24.6.6 H29.5.18 00100047629 燃,汚,油,木,プ,ゴ,金,陶,が,紙,繊,鉱,ば

空知 たがりこひろし 田苅子　博 岩見沢市１条東４丁目２番地５ 0126-25-7722 本社電話に同じ H25.8.19 H30.8.18 00100144372 プ,木,金,陶,が

空知 たきがわつううん 滝川通運㈱ 滝川市流通団地２丁目４番１８号 0125-23-3200 0164-33-2131 H23.8.31 H28.8.30 00110041951 燃,汚,紙,木,繊,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 たくしんうんゆ ㈲拓新運輸 美唄市字光珠内662番地101 0126-67-2223 本社電話に同じ H27.3.12 H32.3.11 00100182243 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 たけださんぎょう ㈲竹田産業 夕張郡由仁町古山３２８番地 0123-83-2280 本社電話に同じ H23.12.20 H28.12.19 00100163873 汚,プ,紙,木,繊,残,金,が,陶,糞

空知 たけやまいくげいしゃ ㈲竹山育芸社 赤平市茂尻元町南２丁目３８番地 0125-32-0626 本社電話に同じ H25.11.27 H30.11.17 00100107626 プ,木,繊,紙,金,ゴ,陶,が,汚

空知 たなかさんぎょう 田中産業㈱ 岩見沢市北村幌達布５３２２番地 0126-26-2274 本社電話に同じ H23.10.3 H28.10.2 00100130861 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 たにぐちでんき 谷口電機㈱ 赤平市大町１丁目３番地 0125-32-2101 本社電話に同じ H23.10.3 H28.9.26 00110080163 酸,ア,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 たにぐちりょういち 谷口　良市 赤平市平岸曙１丁目４０番地 0125-37-2819 本社電話に同じ H23.4.29 H28.4.28 00100159777 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

空知 たにむらうんゆ 谷村運輸㈱ 岩見沢市岡山町１２番地３１ 0126-22-4466 本社電話に同じ H24.7.3 H29.7.2 00110039897 汚,プ,木,金,陶,が 有り

空知 たにむらこうぎょう 谷村工業㈱ 美唄市西１条北８丁目１２２１番地１ 01266-2-3330 本社電話に同じ H23.5.30 H28.5.29 00100040184 汚,木,プ,ゴ,金,陶,が

空知
たばたほんどうかん
ぱにー

㈱田端本堂カンパニー 滝川市東町1丁目３８番地１６ 0125-22-4177 01267-2-7300 H23.8.10 H28.8.9 00100041787 プ,木,金,汚,陶,が

空知 たばねうんゆ ㈲たばね運輸 岩見沢市８条西１５丁目１番地１２ 0126-25-3015 本社電話に同じ H26.5.14 H31.4.22 00100060541 紙,木,繊,プ,金,陶,が,ゴ,汚,残,糞,体

空知 たまださんぎょう 玉田産業㈱ 岩見沢市４条西１５丁目３番地 0126-25-3333 本社電話に同じ H25.12.18 H30.12.17 00110057742 燃,汚,紙,木,繊,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 たやうんゆけんせつ ㈱タヤ運輸建設 三笠市美和１７９番地の１ 01267-2-3048 本社電話に同じ H26.1.11 H31.1.10 00110012790 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知 ちゅうおううんゆ 中央運輸㈱ 深川市８条２０番４３号 0164-22-7810 本社電話に同じ H25.8.11 H30.8.10 00100003901 木,プ,金,陶,が

空知 ちゅうおうきぎょう 中央企業㈱ 滝川市緑町２丁目１番２５号 0125-23-3314 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100006085 燃,汚,木,ば,プ,金,陶,が,紙,繊

空知
ちゅうおうけんせつう
んゆ

中央建設運輸㈱
空知郡奈井江町字チャシュナイ９８７番地
１０

0125-65-5200 本社電話に同じ H23.10.3 H28.9.29 00100042963 燃,汚,木,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が
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空知
ちゅうおうりょくかどぼ
く

中央緑化土木㈱ 砂川市東豊沼２０３番地６ 0125-54-1211 本社電話に同じ H23.10.26 H28.10.25 00100131264 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 つかがわ ㈲塚川 赤平市宮下町３丁目１番地 0125-32-3208 本社電話に同じ H23.10.10 H28.10.9 00100043098
燃,紙,木,プ,ゴ,金,陶,が,汚,油,繊,残,
糞,体,ば,鉱

空知 つかもとこうぎょう ㈲塚本興業 砂川市東1条北10丁目1番37号 0125-52-6609 本社電話に同じ H26.4.29 H31.4.28 00100177115 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 つかもとさんぎょう ㈲塚本産業 砂川市東４条南１５丁目１６９番地１１ 0125-52-6101 本社電話に同じ H26.5.17 H31.5.16 00100060777 燃,汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が,ば

空知 つしま ㈲対馬 美唄市東５条北８丁目３番４号 01266-4-4293 本社電話に同じ H26.3.11 H31.3.10 00100015254 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が,繊,ば,糞,体

空知 つばきこうぎょう ㈱椿工業 江別市角山４４３番地１ 011-381-5511 本社電話に同じ H23.5.26 H28.5.18 00100127488 プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 てぃわいさんぎょう ㈱ＴＹ産業 夕張郡長沼町西７線南３番地 0123-88-0309 本社電話に同じ H24.8.29 H29.8.28 00100167795 紙,木,繊,残,糞,体,プ,金,陶,が,固

空知 てるそうぎょう ㈱輝総業 岩見沢市美園５条８丁目１１番２号 0126-24-5127 本社電話に同じ H24.10.29 H29.10.28 00100168590 プ,陶,が,紙,木,繊,金

空知
とうえいけんせつこう
ぎょう

㈲東栄建設工業 赤平市若木町南５丁目１１番地 0125-32-4607 本社電話に同じ H25.12.27 H30.12.24 00100057867 燃,汚,プ,ゴ,紙,木,繊,金,陶,が

空知
どうおうかいはつそう
ぎょう

㈲道央開発総業 空知郡奈井江町字奈井江５４２番地 0125-65-4152 本社電話に同じ H25.10.10 H30.10.9 00100056019 木,繊,プ,ゴ,金,陶,が,汚,油,糞

空知
どうおうかもつうんそ
う

㈲道央貨物運送 岩見沢市大和町２５３番地５ 0126-25-5201 本社電話に同じ H23.2.23 H28.2.22 00100125701 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知
どうおうけんせつうん
ゆ

道央建設運輸㈱ 夕張郡栗山町字大井分２７６－７ 01237-6-3121 本社電話に同じ H22.5.10 H27.5.9 00100030110 汚,木,プ,金,陶,が

空知
どうおうゆせつしょりこ
うしゃ

㈱道央油設処理公社 美唄市字チャシュナイ１０２０番地１３３ 0126-65-2190 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.20 00100005786 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

空知 どうかんりさいくる ㈱道環リサイクル 樺戸郡新十津川町字中央８９番地４ 0125-76-2611 0125-76-2647 H24.9.28 H29.9.17 00110049854
燃,汚,油,木,残,鉱,ば,プ,金,陶,が,紙,
繊,ゴ

有り

空知 とうじゅえん ㈱藤樹園 歌志内市字神威１４０番地 0125-42-2239 本社電話に同じ H24.3.12 H29.3.11 00100133800 プ,紙,木,陶,繊,金,が

空知 とうわそうぎょう 東和総業㈱ 滝川市流通団地2丁目4番51号 0125-23-5021 本社電話に同じ H25.9.26 H30.9.25 00100173770 プ,金,陶

空知 とっきゅう ㈱トッキュウ 岩見沢市栗沢町最上４９８番地９ 0126-45-2792 本社電話に同じ H24.6.22 H29.6.21 00100166757 燃,汚,油,プ,紙,木,残,金,が,陶

空知 とっぷ・らいん ㈱トップ・ライン 岩見沢市2条東11丁目1番5号 0126-35-4757 本社電話に同じ H26.3.26 H31.3.25 00100176389 汚,プ,木,繊,金,陶,が

空知 とみおかさんぎょう 富岡産業㈱ 深川市２条２３番１５号 0164-22-7184 0164-28-2011 H24.12.14 H29.12.13 00100001167 木,プ,ゴ,金,陶,が,汚

空知 とみけんぎょう 富建業㈱ 岩見沢市栗沢町美流渡錦町123番地1 0126-47-3461 本社電話に同じ H25.6.15 H30.6.14 00100172278 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 ながいしょうてん ㈲永井商店 岩見沢市栗沢町西本町４５番地 0126-45-2135 0126-26-1699 H26.12.13 H31.12.5 00100115234 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が
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空知 なかえうんゆ 中江運輸㈱ 雨竜郡雨竜町字満寿３３番地４９ 0125-78-3546 本社電話に同じ H22.7.8 H27.7.7 00100031789 木,プ,ゴ,金,陶,が

空知 なかじまさんぎょう 中島産業㈱ 滝川市江部乙町西12丁目13番54号 0125-75-5682 本社電話に同じ H27.1.24 H32.1.23 00100181676 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

空知 ながたきんぞく ㈲長田金属 砂川市西１条北２４丁目２２８番地 0125-53-2188 本社電話に同じ H23.6.29 H28.6.25 00110039649 油,酸,ア,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が 有り

空知
ながぬまらくえんかん
こう

長沼酪苑観光㈱ 夕張郡長沼町東４線南６ 01238-8-2685 本社電話に同じ H23.12.6 H28.12.5 00100082665 汚,油,木,プ,金,陶,が

空知 なかもとどけん 中本土建㈱ 深川市納内町２丁目１５番２６号 0164-24-2311 本社電話に同じ H26.6.2 H31.6.1 00100018062 汚,木,プ,金,陶,が

空知
なみじどうしゃこうぎょ
う

波自動車工業㈱ 夕張郡由仁町本三川１３７番地 0123-87-3006 本社電話に同じ H27.1.4 H32.1.3 00110152714 汚,紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が,糞 有り

空知 なんぽろそーいんぐ ㈱南幌ソーイング 空知郡南幌町元町３丁目１番７号 011-378-2288 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.13 00100159544
燃,汚,油,酸,ア,鉱,プ,紙,木,繊,金,陶,
が,残

空知 にこうさんぎょう ㈲二光産業 深川市稲穂町２丁目９番２１号 0164-22-6884 0164-22-3459 H25.3.11 H30.2.22 00100001453 燃,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知 にしかたけんせつ ㈱西方建設 岩見沢市志文町９９５番地１９ 0126-25-9200 本社電話に同じ H23.11.16 H28.11.15 00100163071 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 にしかわこうぎょう ㈱西川工業 美唄市西5条北6丁目5番10号 0126-63-3801 本社電話に同じ H25.9.2 H30.9.1 00100173506 汚,プ,紙,木,金,陶,が

空知 にしでこうぎょう 西出興業㈱ 赤平市大町１丁目３番地 0125-32-4221 0125-32-4223 H25.8.5 H30.8.4 00100006088 木,プ,金,陶,が

空知 にしむらひろのり 西村　博徳 夕張郡由仁町岩内１８０９番地の１ 0123-87-3538 本社電話に同じ H24.2.2 H29.2.1 00100132110 残

空知 にちほううんゆ 日豊運輸 ㈱ 夕張郡長沼町東１線北１５番地 01238-9-2021 本社電話に同じ H23.5.29 H28.5.28 00100040136 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知
にっけんじゅうきこう
ぎょう

㈲日建重機工業 芦別市上芦別町５２４番地の１３ 0124-22-3503 本社電話に同じ H23.3.31 H28.3.23 00100126431 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

空知 にっしんだんぼう 日伸暖房㈲ 芦別市北７条西５丁目４番地１５ 0124-22-1297 本社電話に同じ H24.4.2 H29.4.1 00100047004 燃,汚,木,ば,プ,金,陶,が

空知 にっしんでんこうしゃ ㈲日進電工社 深川市開西町２丁目９番８号 0164-22-7716 本社電話に同じ H23.10.3 H28.9.20 00100130487 プ,木,金,陶,が

空知 にったそうぎょう ㈲新田総業 空知郡奈井江町字奈井江町７０番地２ 0125-65-4411 本社電話に同じ H25.11.15 H30.10.9 00100008411 燃,汚,プ,木,紙,繊,ゴ,金,陶,が

空知 にっとうこうぎょう 日東興業㈱ 深川市３条２番８号 0164-22-5166 本社電話に同じ H25.4.9 H30.4.8 00100171385 プ,紙,木,金,陶,が

空知 にっとうそうぎょう ㈱日東総業 夕張郡栗山町錦３丁目３４番地５ 0123-72-3122 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00100113703
燃,汚,油,プ,紙,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,
体,ば

空知 はせがわこうぎょう ㈲長谷川興業 美唄市東８条北４丁目１番７号 0126-62-4442 本社電話に同じ H23.9.21 H28.9.20 00100079875 汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知 はただ ㈱ハタダ 滝川市流通団地１丁目４番６号 0125-22-4439 本社電話に同じ H26.9.15 H31.9.14 00100113761 紙,ゴ,木,プ,繊,金,が,陶
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空知 はやさかけんせつ ㈲早坂建設 赤平市若木町南２丁目２１番地 0125-32-3638 0125-32-3343 H23.2.6 H28.2.5 00100074927 紙,木,繊,残,プ,ゴ,金,陶,が

空知 はやさかゆきお 早坂 之男 夕張郡由仁町西三川４３９番地 0123-86-2424 本社電話に同じ H22.11.30 H27.11.29 00100123162
残,糞,燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,金,プ,ゴ,
陶,が,鉱,体,ば

空知 はやしかんきょう ㈱ハヤシ環境 滝川市中島町２０４番地７ 0125-23-1500 本社電話に同じ H22.7.23 H27.7.22 00100003898
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知 はやしこうむてん ㈱林工務店 砂川市西１条北１５丁目１番２９号 0125-52-2476 本社電話に同じ H25.4.16 H30.4.15 00100002773 燃,木,プ,金,陶,が

空知 ぱわーてっく ㈱パワーテック 砂川市宮城の沢８番地３ 0125-52-5375 本社電話に同じ H22.10.2 H27.10.1 00100072566 油,紙,木,繊,プ,ゴ,金,が

空知 ひかりけんせつ 光建設㈱ 鹿児島県鹿児島市清和1丁目24番35号 099-283-3050 0125-43-2500 H25.5.30 H30.5.29 00100026648
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

空知 ひさまつ　じゅんいち 久松　淳一 美唄市東4条南1丁目2番5号 0126-63-3430 本社電話に同じ H26.3.19 H31.3.18 00100176580 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

空知
びばいかんきょうせん
たー

㈱美唄環境センター 美唄市東５条北１丁目２番３５号 01266-4-2305 本社電話に同じ H22.8.24 H27.8.23 00100005747
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,ば,プ,ゴ,
金,陶,が

空知
びばいちゅうおううん
そう

美唄中央運送㈱ 美唄市東５条北８丁目２番２３号 01266-4-2235 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.30 00100040801
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,⑬,プ,ゴ,金,陶,が

空知 びばいつううん 美唄通運㈱ 美唄市東５条北９丁目１－１１ 01266-2-7001 本社電話に同じ H25.9.14 H30.9.13 00100007541 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,ば,が

空知 びるどしょうだい ㈲ビルド昌大 岩見沢市幌向北１条２丁目６０１番地５０ 0126-26-3356 本社電話に同じ H22.11.19 H27.11.18 00100157462 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,ゴ,が

空知
ひろせけんせつこう
ぎょう

広瀬建設工業㈱ 美唄市大通西１条北３丁目２番７号 0126-63-2605 0126-62-6843 H23.6.19 H28.6.18 00100040647 木,プ,ゴ,金,陶,が

空知 ふかがわほくじうんゆ 深川北自運輸㈱ 深川市音江町字広里７１番地７ 0164-25-1255 本社電話に同じ H26.4.21 H31.4.20 00100016400 木,プ,金,陶,が

空知 ふじおかけんせつ ㈱藤岡建設 雨竜郡北竜町字和１９番地の７ 0164-34-2231 本社電話に同じ H22.8.25 H27.8.24 00100033082 木,プ,ゴ,金,陶,が

空知
ふたばきんぞくこう
ぎょうしょ

㈲双葉金属工業所 美唄市字美唄１４６１番地の２２ 0126-64-4370 本社電話に同じ H24.7.16 H29.7.15 00100048825 燃,木,ば,プ,ゴ,金,陶,が

空知
ふたばけんせつこう
ぎょう

㈲二葉建設工業 滝川市一の坂町東３丁目１０番６３号 0125-23-6689 本社電話に同じ H23.10.3 H28.9.4 00100079784 紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知
ふたばけんせつさん
ぎょう

双葉建設産業㈱ 芦別市北６条西２丁目９番地の１１ 0124-22-3693 0124-22-3830 H23.12.19 H28.12.11 00100041261 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知 ぶるーじゃぱん ブルージャパン㈲ 岩見沢市上幌向町５５９番地１６ 0126-26-3908 本社電話に同じ H23.5.13 H28.5.12 00100039815 木,プ,ゴ,金,陶,が

空知
ふれっしゅれいだんか
がく

㈲フレッシュ冷暖科学 岩見沢市ふじ町１条２丁目２番８号 0126-23-9481 本社電話に同じ H23.6.14 H28.6.13 00100160455 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,陶,が

空知 へいほくけんせつ 平北建設㈱ 美唄市字チャシュナイ８０４番地１ 01266-6-3112 0125-65-2508 H26.5.16 H31.5.15 00100018450 汚,紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知
ほくおうどうろこうぎょ
う

北央道路工業㈱ 札幌市東区北８条東１丁目１番３５号 011-721-4455 0164-35-2121 H22.6.10 H27.6.9 00100034894 が,汚
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空知 ほくじゅさんぎょう 北寿産業㈱ 夕張市常盤１１番地 0123-52-2431 本社電話に同じ H23.9.30 H28.9.29 00100042926 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知 ほくしょう ㈱ホクショウ 夕張郡由仁町川端１０００番地 01238-5-2474 本社電話に同じ H23.6.13 H28.6.3 00100077446 汚,紙,木,繊,残,糞,プ,金,陶,が

空知
ほくしょうけんせつう
んゆ

北商建設運輸㈱ 岩見沢市東町５９０番地７ 0126-25-2111 本社電話に同じ H26.5.9 H31.4.29 00100020418 プ,木,金,陶,が

空知 ほくしんえいぜん ㈲北辰営繕 滝川市江部乙町西１２丁目１３番３８号 0125-75-5091 本社電話に同じ H23.7.28 H28.7.27 00100129199 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 ほくしんこうぎょう ㈲北進工業 滝川市有明町１丁目４番１０号 0125-24-2906 本社電話に同じ H24.12.6 H29.12.5 00100100734 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,燃,汚,鉱,ば,糞

空知 ほくせい ㈱ホクセイ
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居962番
地2

055-236-6880 0123-76-3344 H26.5.14 H31.5.13 00100107257 汚,プ,木,金,陶

空知 ほくと ㈱北斗 砂川市西１条南３丁目１番１０号 0125-52-2918 0125-52-2920 H26.4.11 H31.4.10 00100017313 汚,紙,木,金,陶,が

空知 ほくどじゅうけん ㈲北土重建 岩見沢市日の出北2丁目12番4 0126-24-0474 本社電話に同じ H26.7.29 H31.7.28 00100178294 汚,プ,金,陶,が

空知
ほくほうかがくけん
きゅうしょ

㈲北放化学研究所 砂川市西２条北７丁目１番５号 0125-54-2345 本社電話に同じ H22.5.25 H27.5.24 00100032467 汚,油,酸,ア,紙,プ,ゴ,金,陶

空知 ほくほうけんせつ 北宝建設㈱ 札幌市中央区北１条西１９丁目２番地 011-621-2401 01235-5-2522 H26.10.11 H31.10.6 00100114165 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

空知 🏠 ほくほうしょうけん ㈱北豊商建 岩見沢市北村赤川５８６番地５４ 0126-55-3223 本社電話に同じ H25.10.23 H30.10.20 00110056630 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

空知 ほくゆうけんせつ 北有建設㈱ 美唄市字美唄１４６９番地９ 0126-62-7161 0126-63-3864 H26.4.19 H31.4.18 00100016025 が

空知 ほくゆうびそう 北雄美装㈱ 雨竜郡秩父別町１８７３番地 0164-33-3375 本社電話に同じ H26.11.2 H31.11.1 00100114825 プ,ゴ,金,陶,が,木,紙,繊

空知 ほくようこうぎょう 北洋興業㈱ 赤平市豊栄町５丁目３９番地 0125-32-3497 本社電話に同じ H25.9.24 H30.9.23 00100056017
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

空知 ほくりつ ㈱北立 岩見沢市１条東１５丁目２番地 0126-22-3837 本社電話に同じ H22.10.29 H27.10.28 00100157058 燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,ゴ,金,プ,陶,が

空知 ほくりゅうけんせつ 北龍建設㈱ 岩見沢市南町４条１丁目４番５号 0126-24-9309 本社電話に同じ H22.9.7 H27.9.6 00100156401 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 ほしのでんせつ ㈲星野電設 滝川市東町２丁目３８番地４ 0125-23-1898 本社電話に同じ H25.7.24 H30.7.23 00100143896 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 ほっかいこうえい ㈲北海工栄 雨竜郡沼田町字沼田１２２８番地 0164-35-1685 本社電話に同じ H23.12.1 H28.11.30 00100056219 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

空知 ほっかいでんき 北海電機㈱ 美唄市東４条北３丁目４番２４号 0126-64-4570 本社電話に同じ H22.9.8 H27.9.7 00100121481 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知
ほっかいどうあとりう
む

㈱北海道アトリウム
空知郡奈井江町字奈井江町１７１番地３
５

0125-65-5707 本社電話に同じ H23.8.17 H28.8.16 00100129337 木

空知
ほっかいどうかんきょ
うきぎょう

㈲北海道環境企業 砂川市西３条南１０丁目１番４号 0125-52-5225 本社電話に同じ H26.4.21 H31.4.20 00100017793 燃,紙,木,プ,金,陶,が
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空知
ほっかいどうかんきょ
うろーどめんてなんす

㈲北海道環境ロードメンテナ
ンス

滝川市中島町２０４番地７ 0125-22-1600 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100006432
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,ば,
プ,ゴ,金,陶,が

空知 ほっかいどうさぽに ㈱北海道サポニ 空知郡南幌町南１０線西１４番地 011-375-8653 本社電話に同じ H24.12.18 H29.12.17 00110169888 プ,金 有り

空知 ほっこうこうぎょう 北光興業㈱ 赤平市東文京町１丁目１番地 0125-32-2227 本社電話に同じ H25.8.5 H30.8.4 00100006086 汚,木,プ,金,が,紙,繊,陶,糞,体,燃,ば,油

空知 ほっぽううんゆ 北邦運輸㈱ 深川市３条１８番５１号 0164-23-3528 本社電話に同じ H24.5.25 H29.5.21 00100047631 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が

空知 ほりたこうぎょううんゆ 堀田工業運輸㈲ 夕張郡長沼町西２線北１４番地 01238-9-2308 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.8 00100015662 木,ゴ,金,陶,が,プ,燃,紙,繊,残,鉱

空知 まことそうぎょう ㈲真総業 岩見沢市志文本町３条２丁目４番地 0126-22-8365 本社電話に同じ H26.3.5 H31.2.9 00100147095
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体

空知 ますいうんゆ ㈱増井運輸 砂川市東１条南１０丁目３番８号 050-7550-3748 本社電話に同じ H23.10.11 H28.10.10 00100130817
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

空知 まつむらさんぎょう ㈱松村産業 夕張郡由仁町三川緑町１２９番地 01238-6-2230 本社電話に同じ H26.3.5 H31.2.16 00100014754 木,金,が

空知 まるいちうんゆ 丸一運輸㈱ 砂川市西２条北２２丁目１番１号 0125-53-3131 01634-6-1477 H25.1.8 H29.12.18 00100051580
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,金,
陶,が,糞,体,ば

空知 🏠
まるえわたらいこう
しょう

㈲マルヱ渡会興商 夕張郡栗山町字大井分７３３番地 0123-72-3653 本社電話に同じ H23.9.2 H28.9.1 00100161919 プ,木,紙,繊,金,陶,が

空知 まるき ㈲まるき
空知郡奈井江町字奈井江町１７１番地３
０

0125-66-2180 本社電話に同じ H24.6.19 H29.6.9 00110085597 紙,木,繊,プ,ゴ,金,陶,が,汚 有り

空知
まるきょうささきこう
ぎょう

㈲丸恭佐々木工業 滝川市朝日町東１丁目１５番２６号 0125-23-4865 本社電話に同じ H22.7.26 H27.7.25 00100071239 燃,汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知
まるじゅうおかやま
じゃり

丸十岡山砂利㈱ 夕張郡栗山町錦３丁目１２３番地 01237-2-0134 本社電話に同じ H23.9.12 H28.9.11 00110042606
燃,汚,油,酸,ア,紙,木,繊,残,鉱,糞,体,
ば,プ,ゴ,金,陶,が

有り

空知 まるしんうんゆ 丸信運輸㈱
雨竜郡秩父別町字秩父別１２７４番地の
５０

0164-33-2226 本社電話に同じ H26.4.23 H31.4.22 00100016401 木,プ,金,陶,が,汚,紙

空知
まるたまけんせつうん
ゆ

丸玉建設運輸㈱ 岩見沢市上幌向町５７５番地１ 0126-25-2525 本社電話に同じ H26.2.9 H31.2.8 00100013074 燃,汚,紙,木,繊,鉱,ば,プ,ゴ,金,陶,が,⑬

空知
まるなかさんしんけん
せつ

㈱丸中三伸建設 岩見沢市東山町３２２番地 0126-23-8330 本社電話に同じ H26.4.15 H31.4.14 00100110102 プ,木,金,陶,が

空知
まるにわさとうけんせ
つ

㈱丸庭佐藤建設 岩見沢市岡山町１８番地１０ 0126-24-8200 本社電話に同じ H27.3.7 H32.3.6 00100028649 燃,汚,紙,木,繊,プ,金,陶,が

空知 まるはこうさん ㈱マルハ興産 岩見沢市東町３２９番２ 0126-24-3261 本社電話に同じ H22.9.29 H27.9.28 00100156661 木,陶,が

空知 まるふじさんぎょう 丸藤産業㈱ 滝川市幸町３丁目８番３号 0125-23-0209 本社電話に同じ H25.10.18 H30.10.15 00100145247 汚,プ,木,金,陶,が,油,燃,残,糞,体

空知 まるほーさんぎょう マルホー産業㈱ 空知郡奈井江町字奈井江１１５番地３ 0125-65-2005 本社電話に同じ H24.2.15 H28.10.13 00100043308
燃,汚,油,プ,木,金,陶,が,ば,紙,酸,ア,
繊,残,鉱

空知
まるぼしさんぎょうう
んゆ

マル星運輸㈱ 砂川市西５条北２２丁目１番６号 0125-53-3312 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100047192 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,ば,汚

収集運搬業（20150331）

http://san-pai.jp/2016/03/09/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%B1%E6%B8%A1%E4%BC%9A%E8%88%88%E5%95%86/


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

空知 まるやまうんそう 円山運送㈱ 札幌市西区宮の沢１条４丁目１３番７号 011-662-2288 0126-45-4102 H26.7.30 H31.7.29 00110061046
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

空知
まるわきざいこうぎょ
う

㈲丸和機材興業 美唄市東５条北９丁目３番８号 0126-63-4716 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.30 00100042092 木,プ,ゴ,金,陶,が,紙

空知 みうらしょうじ ㈲三浦商事 樺戸郡新十津川町字吉野1番地45 0125-73-2305 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00100113803 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 みかさしんこうこうしゃ ㈱三笠振興公社 三笠市多賀町13番地1 01267-2-2521 本社電話に同じ H25.10.11 H30.10.10 00100173835 汚,プ,ゴ,金,木,陶,が

空知 みたにさんしょう ㈲三谷産商 岩見沢市南町７条１丁目５番６号 0126-23-6463 本社電話に同じ H22.11.25 H27.11.21 00100123463 陶,プ,紙,木,繊,ゴ,金,が

空知 みやこうけん 宮工建㈱ 岩見沢市北本町東１０丁目３番５号 0126-25-3800 0126-24-9438 H25.12.10 H30.12.9 00100003704 プ,ゴ,陶,が

空知 みやもとうんゆ ㈱宮本運輸 深川市納内町３丁目４番２７号 0164-24-2734 本社電話に同じ H23.11.28 H28.11.27 00100044376 燃,汚,木,残,プ,金,が,陶,鉱,ば

空知 むさしのかがく ㈱ムサシノ化学 夕張郡栗山町字鳩山１１番地４３ 01237-2-4899 本社電話に同じ H26.9.18 H31.9.6 00110023479
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が

有り

空知 めいほく ㈱明北 空知郡南幌町南１６線西６番地 011-378-3323 本社電話に同じ H26.6.11 H31.6.6 00100111660
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

空知 めいわうんゆ ㈲明和運輸 歌志内市字本町１０２７番地７２ 0125-42-3015 本社電話に同じ H24.11.2 H29.10.30 00100138516 プ,紙,木,繊,金,陶,が,油

空知 めでぃかるくりあー ㈱メディカルクリアー
札幌市中央区大通西６丁目１０番地　大
通公園ビル７F

011-615-9595 01242-2-3973 H26.1.25 H31.1.10 00100004841 汚,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

空知
めでぃかるせふてぃし
すてむ

㈱メディカル・セフティ・システ
ム

空知郡上砂川町上砂川４５番地１ 0125-62-6011 0125-42-3411 H23.10.25 H28.10.24 00100005116 燃,汚,油,酸,ア,紙,残,プ,ゴ,金,陶,ば

空知 もせうしうんゆ 妹背牛運輸㈲ 雨竜郡妹背牛町字妹背牛３６６番地の６ 0164-32-2331 本社電話に同じ H26.7.27 H31.7.26 00100018063 木,プ,ゴ,金,陶,が

空知 もりさーびす ㈱森サービス 夕張郡長沼町しらかば1丁目6番15号 0123-88-4985 本社電話に同じ H25.7.27 H30.7.26 00100172984 木

空知 もりたけんせつ ㈲森田建設 砂川市東３条南１８丁目１番４号 0125-52-4480 本社電話に同じ H23.9.4 H28.9.3 00100130109 プ,木,金,陶,が,燃,紙,繊,ゴ,汚

空知 もりやまうんゆ 森山運輸㈱ 夕張郡栗山町阿野呂99番地 0123－72－5936 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.30 00100182631
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば,⑬

空知
やくしんさんぎょううん
ゆ

㈲躍進産業運輸 深川市音江町字音江９９８番地１ 0164-25-1830 本社電話に同じ H26.11.20 H31.11.5 00100024282 プ,金,陶,が

空知 やざわ ㈱矢澤 夕張郡長沼町字幌内 0123-84-2470 本社電話に同じ H22.9.4 H27.9.3 00100156330 プ,木,金,陶,が,紙,繊,汚,ゴ

空知 やまざきよしのり 山崎　義則
美唄市字カーウシュナイ３６７番地２２（光
珠内町東山）

0126-62-6355 本社電話に同じ H24.4.2 H29.4.1 00100084088 プ,陶,金,紙,が,木,ゴ,油,繊

空知 やましたどけん ㈱山下土建 滝川市扇町２丁目８番８号 0125-22-1192 本社電話に同じ H27.2.26 H32.2.22 00100153404 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,鉱,糞

空知 やまだ ㈲ヤマダ 雨竜郡北竜町字和２７番地７ 0164-34-4045 0125-76-3638 H27.6.16 H32.6.15 00100004501 酸,ア,プ,金,陶,汚,油,ゴ
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空知 やまだそうぎょう ㈱山田総業 樺戸郡浦臼町字浦臼内１８４番地１７０ 0125-68-2105 本社電話に同じ H23.4.17 H28.4.16 00100126804 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知
ゆうしんけんせつうん
ゆ

㈲雄進建設運輸 美唄市字茶志内３０７９番地の１１ 0126-66-3838 本社電話に同じ H24.2.7 H29.2.1 00100133233 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 ゆうせいうんゆ ㈲ゆうせい運輸 夕張郡栗山町字旭台１番地９９ 01237-2-1722 本社電話に同じ H23.5.17 H28.5.13 00100039538 紙,木,プ,ゴ,金,陶,が

空知
ゆうばりかんきょうせ
いそう

夕張環境清掃㈱ 夕張市平和１３番地 01235-6-6000 本社電話に同じ H22.5.15 H27.5.14 00100030410 汚,油,木,残,プ,金,が

空知 よしけん ㈱ヨシケン 岩見沢市美園６条７丁目１９番２号 0126-22-1838 本社電話に同じ H27.1.8 H32.1.7 00100152771 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 よしだこうぎょう 吉田興業㈱ 夕張郡長沼町宮下３丁目５番１６号 0123-88-3692 本社電話に同じ H24.3.15 H29.3.14 00100165338 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 よないはんしゃ ㈲米内搬舎
空知郡奈井江町字奈江原野２０４０番地
１１

0125-65-3034 本社電話に同じ H24.10.31 H29.10.27 00100099758 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

空知 よねかわけんうん ㈱米川建運 岩見沢市岡山町１８番地２６ 0126-22-7550 本社電話に同じ H26.6.7 H31.6.6 00100019618 燃,汚,紙,木,プ,金,陶,が

空知
よねつかんきょうせい
そう

㈲米津環境清掃 岩見沢市栗沢町美流渡末広町２４番地４ 0126-46-2307 本社電話に同じ H22.9.13 H27.9.12 00100033348 燃,汚,油,酸,ア,紙,木,残,プ,ゴ,金,陶

空知 らいず ㈲ライズ 砂川市西４条北２２丁目１番７号 0125-56-2071 本社電話に同じ H26.6.11 H31.5.25 00100111474 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体

空知 りゅうてっく ㈱ＲＹＵＴＥＣ 夕張郡栗山町松風4丁目73番地3 0123-73-2156 本社電話に同じ H26.7.10 H31.7.9 00100178214 木,陶,が

空知 りょうわ ㈱菱和 岩見沢市北３条西１７丁目１番５号 0126-22-5289 本社電話に同じ H27.4.28 H32.4.27 00100118149 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

空知 わかさけんせつ わかさ建設㈱ 岩見沢市緑が丘５丁目１３７番地５ 0126-35-5561 本社電話に同じ H23.4.14 H28.4.13 00100159545 プ,紙,木,繊,金,陶,が

空知 わたなべけんせつ 渡部建設㈱ 雨竜郡沼田町字旭町１５番地９ 0164-35-2460 本社電話に同じ H26.3.25 H31.3.24 00100110073 プ,ゴ,陶,が,紙,木,繊,金

空知 わたなべしょうてん ㈱渡辺商店 岩見沢市３条東２丁目３番地１ 0126-22-1438 本社電話に同じ H24.8.15 H29.8.14 00100167796 プ,陶,が,ゴ,金,汚,油,繊,紙,木
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