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胆振 優 あーるあんどいー ㈱アールアンドイー 登別市富浦町２２３番地１ 0143-80-2233 本社電話に同じ H26.10.15 H33.9.13 00110098348
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

胆振
あーるてぃーあーるえ
んたーぷらいず

㈱ＲＴＲエンタープライズ 勇払郡厚真町本町３０番地 0145-27-3330 本社電話に同じ H26.3.31 H31.3.30 00100141496 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 あいうちうんゆ ㈱相内運輸 登別市大和町２丁目１５番地１ 0143-85-3161 本社電話に同じ H27.3.20 H32.3.19 00100007283
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

胆振 あいうちけんせつ ㈱相内建設 登別市大和町２丁目１５番地１ 0143-85-3161 本社電話に同じ H27.3.19 H32.3.14 00100028900
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

胆振 あいきさんぎょう ㈲アイキ産業 苫小牧市双葉町３丁目２２番１０号 0144-76-9566 本社電話に同じ H22.10.22 H27.10.16 00110034237 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶 有り

胆振 あいこう 相巧㈱ 室蘭市水元町４７番１９号 0143-44-0603 本社電話に同じ H23.8.28 H28.8.27 00100129931 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 あいちかいうん 愛知海運㈱ 愛知県名古屋市港区名港２丁目９番３１ 052-651-3211 本社電話に同じ H26.9.9 H31.9.8 00100014273 燃,汚,陶,鉱,ば

胆振 あかつき ㈱あかつき 苫小牧市有珠の沢町７丁目１７番１８号 0144-67-0236 本社電話に同じ H26.11.5 H31.10.9 00100151387 燃,汚,油,プ,ゴ,金,陶

胆振 あききかく ㈲アキ企画 苫小牧市字沼ノ端６３１番地１１ 0144-52-2266 本社電話に同じ H26.8.18 H31.8.17 00100113365
汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,燃,紙,木,陶,繊,鉱,
が,ば

胆振 あくとりさいくる ㈱Ａｃｔリサイクル 苫小牧市北光町３丁目４番８号 0144-85-3684 本社電話に同じ H22.12.21 H27.9.28 00110156775
燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が

有り

胆振
あけのせいびこうぎょ
う

明野整備工業㈱ 苫小牧市新開町１丁目１０番１０号 0144-55-7799 本社電話に同じ H23.6.24 H28.6.23 00100040703 プ,木,陶,が,金

胆振 あさひけんせつ 朝日建設㈱ 苫小牧市新開町２丁目１番９号 0144-57-8881 本社電話に同じ H24.8.30 H29.8.22 00100098347 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 あさひこうぎょう ㈲旭工業 苫小牧市一本松町１５番２０号 0144-53-7220 本社電話に同じ H27.3.27 H32.3.26 00100182529 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

胆振 あさひさんぎょう 旭産業㈱ 苫小牧市あけぼの町４丁目１番５５号 0144-57-6777 本社電話に同じ H25.9.20 H30.8.30 00100007547 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 あじあん ㈲アジアン 苫小牧市字樽前２００番地１ 0144-61-6738 本社電話に同じ H22.12.7 H27.12.6 00100123875 油,酸,ア,プ,木,金,陶,が

胆振
あすてっくさんきょうけ
んせつ

㈲アステック三協建設 登別市若山町２丁目２６番地１ 0143-88-0616 本社電話に同じ H24.5.22 H29.5.1 00100134902 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
あつまけんせつうん
ゆ

㈲厚真建設運輸 苫小牧市沼ノ端４５番地１１ 0144-55-3600 本社電話に同じ H24.7.24 H29.7.2 00100135729 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 あびーろーど ㈱アビーロード 白老郡白老町字竹浦５３８番地 0144-87-3547 本社電話に同じ H24.12.7 H29.12.6 00100000857
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 あふたー ㈱アフター 室蘭市中島町四丁目８番２１号 0143-45-5005 本社電話に同じ H25.4.17 H30.4.16 00100171560 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

胆振 あべぐみ ㈱阿部組 苫小牧市新富町１丁目２番１５号 0144-74-6457 本社電話に同じ H22.8.8 H27.8.7 00100032747 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 あべしょうじ 阿部商事㈱ 苫小牧市柳町二丁目１番１号 0144-55-2511 本社電話に同じ H22.7.17 H27.7.16 00100155704 汚,油
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胆振 あんどうこうぎょう ㈲アンドウ工業 室蘭市日の出町１丁目１９番１７号 0143-41-0705 本社電話に同じ H26.12.16 H31.12.15 00100181134 汚,木,金,陶,が

胆振 いいもりしょうてん ㈲飯盛商店 神奈川県横浜市金沢区浜町１２番１４号 045-773-9188 本社電話に同じ H24.3.30 H29.3.29 00100000198 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 いがりこうぎょう ㈲猪狩興業 苫小牧市あけぼの町３丁目３番９号 0144-55-5541 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100005731 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 いしださんぎょう ㈲石田産業 苫小牧市晴海町４１番地１ 0144-55-6338 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100005730
燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 いちゆういわしょう ㈲イチユウ岩商 伊達市南黄金町２８番地６ 0142-24-3458 0143-59-6778 H23.7.15 H28.4.23 00110076187 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,体 有り

胆振
いでみつぷらんてっく
ほっかいどう

㈱出光プランテック北海道 苫小牧市真砂町２５番地１ 0144-56-1203 本社電話に同じ H25.10.2 H30.10.1 00100006391 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 いとううんゆ 伊藤運輸㈱ 登別市富浦町４丁目１番地２ 0143-85-2121 本社電話に同じ H26.9.3 H31.9.2 00100064046 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 いとうこうぎょう ㈱伊藤工業 室蘭市港北町３丁目３番１５号 0143-55-5011 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100008986 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,が

胆振
いぶりせいぶしんりん
くみあい

胆振西部森林組合 伊達市大滝区本町８５番地２ 0142-68-6412 本社電話に同じ H23.8.26 H28.8.22 00100129686 木

胆振 いまたけんせつ ㈱今多建設 勇払郡厚真町本町１１番地 0145-27-3311 0144-32-2469 H26.10.4 H31.10.3 00100024370 プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 いもとしょううん 井本商運㈱ 神戸市中央区浪花町５９番地 078-322-1602 本社電話に同じ H26.3.12 H30.4.17 00100147049 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 いわくら ㈱イワクラ 苫小牧市晴海町２３番地１ 0144-55-6811 本社電話に同じ H24.8.18 H29.8.17 00100167152 木

胆振
いわくらかいりくうん
ゆ

岩倉海陸運輸㈱ 苫小牧市新明町３丁目５番９号 0144-55-7373 本社電話に同じ H26.9.12 H31.8.31 00100150671 油,プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 いわくらしょうじ 岩倉商事㈱ 苫小牧市末広町３丁目９番２１号 0144-33-9171 0144-33-8833 H24.6.1 H29.5.31 00100166591 油,プ,金

胆振 いわさきぐみ ㈱岩崎組 白老郡白老町字社台２７１番地の３ 0144-82-2463 本社電話に同じ H24.3.8 H29.3.7 00100165012 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 いわなみうんゆ ㈲岩浪運輸 白老郡白老町字虎杖浜３４６番地 0144-87-2450 本社電話に同じ H27.2.14 H30.8.24 00100005729 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 いんたーしふと ㈲インターシフト 苫小牧市桜木町１丁目１３番１７号 0144-76-2420 本社電話に同じ H22.7.15 H27.7.14 00100155371
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 うぃずさーびす ㈱ウィズサービス 苫小牧市新中野町一丁目１０番１９号 0144-36-2253 本社電話に同じ H23.4.6 H28.4.5 00100159347 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

胆振 うかわ ㈲ウカワ 伊達市館山町１３番地１９ 0142-23-1673 本社電話に同じ H23.12.19 H28.11.16 00100130748 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 えいしん ㈱栄進 伊達市竹原町９７番地４ 0142-22-0406 本社電話に同じ H27.2.3 H32.1.25 00100153019 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 えいとけんせつ エイト建設㈱ 苫小牧市字柏原６番地８０ 0144-55-1237 本社電話に同じ H24.10.24 H29.10.23 00100050876 プ,木,陶,が
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胆振 えいらくうんゆ 永楽運輸㈱ 白老郡白老町字社台２８４番地３９ 0144-82-3502 本社電話に同じ H24.10.11 H29.10.3 00100138419
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

胆振 えいわけんせつ 栄和建設㈱ 室蘭市輪西町１丁目４番８号 0143-44-2856 本社電話に同じ H26.3.29 H31.3.28 00100016825 プ,木,金,陶,鉱,が,ば

胆振 えこかむい ㈱エコ・カムイ 白老郡白老町高砂町２丁目５番２２号 0144-82-5440 0144-82-6562 H24.11.17 H29.11.15 00100139112 プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 えこくりーん ㈱エコクリーン
東京都港区浜松町二丁目１１番１６号稲
葉ビル３階

03-6809-1049 0144-52-5280 H25.10.1 H30.9.1 00110026133 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば 有り

胆振 えじりけんせつ ㈱江尻建設 室蘭市東町５丁目１７番１０号 0143-43-0032 本社電話に同じ H25.12.20 H30.12.1 00100145665 油,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 えすあーるてくの ㈱ＳＲテクノ 登別市富浦町２２０番３ 0143-83-0300 本社電話に同じ H26.1.16 H31.1.15 00100158626 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 えすけーしー ㈱Ｓ．Ｋ．Ｃ 白老郡白老町字北吉原２０６番地８ 0144-83-2967 本社電話に同じ H22.4.29 H27.4.28 00100154407 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 えすわいてぃさーびす ＳＹＴサービス㈱ 苫小牧市有珠の沢町５丁目１６番２０号 0144-76-8221 本社電話に同じ H27.2.3 H32.2.2 00100181714 プ,ゴ,金

胆振
えぬえすゆないてっど
ないこうかいうん

ＮＳユナイテッド内航海運㈱ 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 03-5627-7800 0143-44-4751 H24.7.11 H29.7.10 00100010250 燃,汚,プ,陶,鉱,ば

胆振 えぬおーしー ㈲エヌオーシ 室蘭市中島町２丁目１０番５号 0143-43-4002 本社電話に同じ H25.3.13 H30.3.12 00100171038 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 えぬてぃりゆーす ㈱エヌ・ティー・リユース 苫小牧市ときわ町４丁目５番４号 0144-67-6874 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.30 00100161673
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 えばーぐりーん ㈱エバーグリーン 苫小牧市新明町五丁目２５番１５号 0144-53-3388 本社電話に同じ H23.6.4 H28.6.3 00110160399 紙 有り

胆振 えびさわけんざい ㈱蛯沢建材 勇払郡むかわ町美幸４丁目７９番地１０ 0145-42-4620 本社電話に同じ H24.10.23 H29.10.22 00100169037 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 えむえーぎけん ㈲Ｍ・Ａ技建 登別市幸町２丁目７番地 0143-85-5022 本社電話に同じ H22.12.3 H27.11.7 00100123002 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 えんじにあさーびす ㈲エンジニアサービス 苫小牧市日吉町一丁目１番３７ 0144-73-7333 本社電話に同じ H26.8.18 H31.8.17 00100113044
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

胆振 えんどうぐみ ㈱遠藤組 苫小牧市日の出町２丁目８番１５号 0144-36-2469 本社電話に同じ H25.10.22 H30.10.15 00100005728 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 えんどうけんせつ 遠藤建設㈱ 勇払郡むかわ町穂別８１番地１０ 0145-45-2713 本社電話に同じ H26.9.12 H31.9.11 00100178994 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 おうもくゆそう 王木輸送㈱ 苫小牧市新明町５丁目１番１号 0144-55-2525 本社電話に同じ H26.2.27 H31.2.26 00100056423 プ,紙,木,繊

胆振 おおしげたかあき 大重孝章
苫小牧市新中野町２丁目８番１１号　セイ
ント新中野２０２

0144-35-7015 本社電話に同じ H25.3.18 H30.3.17 00100170975 プ,金,陶

胆振 おおすみうんゆ ㈱大住運輸 苫小牧市新開町３丁目８番２号 0144-57-0111 本社電話に同じ H25.4.6 H30.4.1 00100052998 陶,が,ば

胆振 おおたきぐみ ㈱大滝組 苫小牧市汐見町２丁目１２番１２号 0144-34-3377 本社電話に同じ H25.8.27 H30.8.26 00100144409 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が
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胆振
おおのこうぎょうまし
なりーぷっととぅげ
ざー

㈱大野工業マシナリー・プット
トゥゲザー

苫小牧市新明町２丁目７番４号 0144-55-7415 本社電話に同じ H22.9.30 H27.9.29 00100156776
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば,⑬

胆振 おおのとよはら 大野 豊原 室蘭市中島本町１丁目２２番３－４０５号 0143-45-4543 0142-24-2534 H25.6.17 H30.6.16 00100143254 プ,木,繊,ゴ,金,が

胆振 おおもりいわお 大森 巖 室蘭市港北町４丁目２４番３号 0143-55-5466 本社電話に同じ H22.6.5 H27.5.24 00100069619 油,プ,紙,金,陶,が,木

胆振 おがさわらぐみ ㈱小笠原組 登別市美園町五丁目２４番２０号 0143-87-1477 本社電話に同じ H22.7.13 H27.7.12 00100155440 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 おかだじゅうき ㈱岡田重機 白老郡白老町字石山６８番地５ 0144-83-5000 0144-82-6650 H23.6.24 H28.6.23 00100040593 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 おかむらぶつりゅう 岡村物流㈱ 室蘭市東町３丁目２番３号 0143-45-2271 本社電話に同じ H26.10.31 H28.5.11 00100076892
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば,⑬

胆振 おかやえこあそーと 岡谷エコ・アソート㈱ 苫小牧市字勇払２６５番地の２７ 0144-56-1800 0144-56-1800 H25.9.3 H30.8.30 00110005733 プ,金,陶,油,酸,ア 有り

胆振 おぐらぐみ ㈱小倉組 登別市美園町３丁目７番地６ 0143-86-8290 本社電話に同じ H26.9.17 H31.9.16 00100179369 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 おちけんせつ 越智建設㈱ 苫小牧市新開町３丁目１１番４号 0144-55-6675 本社電話に同じ H24.11.19 H29.11.18 00100017788 汚,木,金,陶,が,ば

胆振 おばらしょうじろう 小原 祥詞朗 室蘭市寿町２丁目１３番１６号 0143-44-4965 本社電話に同じ H25.4.16 H30.4.15 00100142082 プ,金

胆振 かいはつ ㈱開発 伊達市梅本町３５番地 0142-25-5111 本社電話に同じ H23.3.2 H28.3.1 00100037403
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば,⑬

胆振 かとうぐみ ㈲加藤組 虻田郡洞爺湖町高砂町６番地 0142-76-2473 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009486 燃,汚,油,木,ゴ,金,鉱,が,糞

胆振 かどわきけんせつ 門脇建設㈱ 苫小牧市新明町５丁目１番２号 0144-53-6700 本社電話に同じ H22.8.18 H27.8.17 00100033070 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 かなざわ ㈱カナザワ 登別市中央町２丁目２０番地２０ 0143-85-7153 本社電話に同じ H24.8.12 H29.8.11 00100049706 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 かなすちーる ㈱カナスチール 室蘭市港南町１丁目６番１１号 0143-23-6666 本社電話に同じ H25.7.23 H30.7.22 00110104474 プ,ゴ,金,陶,が 有り

胆振 かなやぞうえん ㈱金谷造園 勇払郡厚真町字上厚真２１９番地４ 0145-28-2537 本社電話に同じ H22.5.26 H27.5.25 00100154664 プ,木,金,陶,が

胆振 かまたけんご 鎌田　健吾
伊達市舟岡町１７０番地６８　ローズハイ
ツ　　１０１号室

0142-82-3995 本社電話に同じ H26.8.30 H31.8.29 00100178935 プ,ゴ,金,陶

胆振 かみおけんせつ 神尾建設㈱ 室蘭市中島町２丁目２６番１２号 0143-44-3611 本社電話に同じ H23.6.13 H28.6.12 00100077602 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 かわこしあきお 河越　昭夫 苫小牧市明野元町２丁目４番１０号 0144-55-8154 本社電話に同じ H27.3.21 H32.3.3 00100067965 プ,金

胆振 かわたうんゆ ㈱川田運輸 白老郡白老町字石山１５番地 0144-82-2962 本社電話に同じ H25.8.26 H30.8.25 00100005734 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,ば

胆振 かわたけんせつ ㈱川田建設 白老郡白老町字石山１５番地 0144-83-6111 本社電話に同じ H27.3.11 H32.2.24 00100153526 プ,木,金,陶,が
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胆振 かわばたじゅうき 川端重機㈱ 苫小牧市船見町２丁目１番７号 0144-34-1400 本社電話に同じ H25.9.25 H30.9.24 00100106217
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,ば

胆振 かわはらしょうてん ㈱河原商店 登別市富岸町１丁目１８番地９ 0143-85-7872 本社電話に同じ H25.11.25 H30.11.24 00110010520
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

胆振 かわみなみ ㈱カワミナミ 虻田郡豊浦町字浜町７７番地１ 0142-83-2154 本社電話に同じ H24.12.27 H29.12.26 00100049860
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

胆振 かんきょうくりえいと 環境クリエイト㈱ 苫小牧市東開町３丁目１８番３２号 0144-55-6687 本社電話に同じ H23.2.23 H28.2.16 00100125399
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,ば

胆振 かんきょうぶつりゅう ㈲環境物流 苫小牧市新明町４丁目９番１４号 0144-55-5823 本社電話に同じ H25.8.30 H30.8.25 00100106001 油,酸,ア,プ,紙,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
かんとくぐろーばる
こーぽれーしょん

㈱カントクグローバルコポー
レーション

埼玉県白岡市荒井新田３７１番地２７ 0480-90-2201 本社電話に同じ H23.9.7 H28.9.6 00100007084
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振 きたかんとうつうしょう 北関東通商㈱ 茨城県水戸市東前３丁目２３４番地 029-269-2033 0144-55-5738 H25.7.30 H30.6.30 00100000993 汚,油,プ,紙,木,残,金,陶,が

胆振
きたにほんえくすぷれ
す

北日本エクスプレス㈱ 苫小牧市あけぼの町３丁目１番１０号 0144-55-4811 本社電話に同じ H24.2.5 H29.2.4 00100082648 汚,プ,金,陶

胆振 きっしんうんゆ 吉辰運輸㈱ 苫小牧市新明町１丁目２番５号 0144-52-0811 本社電話に同じ H26.6.19 H31.6.18 00100111769 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 きむらしょうかい ㈱木村商会 勇払郡厚真町京町１１３番地 0145-27-2425 本社電話に同じ H26.10.10 H31.10.9 00100180015 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 きむらてつろう 木村 哲朗 勇払郡厚真町京町１１３番地 0145-27-2425 本社電話に同じ H25.9.12 H30.8.23 00100007546 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 きょうえいねんさん ㈲共栄燃産 札幌市南区真駒内６１１番地１ 011-583-8848 本社電話に同じ H25.8.4 H30.8.3 00110006826
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

有り

胆振 きょうえいぶつりゅう 協栄物流㈱
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生乙４０３
６番地

0282-83-5775 本社電話に同じ H23.2.1 H28.1.31 00100079733
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

胆振
きょうぎょうくみあいゆ
におんけんせつ

協業組合ユニオン建設 室蘭市東町２丁目２番１５号 0143-41-3901 本社電話に同じ H25.12.28 H30.12.27 00100013071 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,ば

胆振 きょうしんうんゆ 協伸運輸㈱ 苫小牧市新開町２丁目６番３号 0144-55-4047 本社電話に同じ H26.8.7 H31.8.3 00110062988 燃,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

胆振 きょうしんけんせつ 共信建設㈱ 苫小牧市有明町２丁目７番１３号 0144-73-1999 本社電話に同じ H24.2.28 H29.2.27 00110045990
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

有り

胆振 きょうどうかがく ㈱共同化学 苫小牧市新明町２丁目４番５号 0144-55-2277 本社電話に同じ H24.2.27 H29.2.26 00110004500 燃,プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,汚,油,酸,ア 有り

胆振 きょうりつうんゆ 共立運輸㈱ 苫小牧市若草町５丁目５番１６－７０４号 0144-33-6040 0144-56-1167 H24.11.30 H29.11.29 00100139397 酸,残,体

胆振 きょうりつうんゆ 共立運輸㈱ 小樽市有幌町１番１号 0134-25-4541 0144-55-4635 H26.11.5 H31.10.6 00100114164 酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 きょうわせいそう ㈲協和清掃 苫小牧市明徳町２丁目１０番４号 0144-68-0934 本社電話に同じ H24.5.19 H29.5.17 00110047768 燃,汚,油,プ,紙,木,残,繊,金,陶,が 有り

胆振
きょくとうせんぱくき
ぎょう

極東船舶企業㈱ 室蘭市緑町３番３号 0143-22-1721 本社電話に同じ H26.5.26 H31.5.25 00100061287 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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胆振 きんかいゆうせん 近海郵船㈱ 東京都港区芝１丁目９番９号 03-5405-8300 本社電話に同じ H22.4.1 H27.3.31 00100111473 プ,紙,残

胆振 くさしおけんせつ ㈱草塩建設 登別市中央町３丁目１２番地４ 0143-85-2971 本社電話に同じ H26.5.13 H31.5.12 00100061285 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

胆振
くどうけんざいこうぎょ
う

工藤建材工業㈱ 苫小牧市東開町６丁目３番１４号 0144-55-3855 本社電話に同じ H24.5.24 H29.5.23 00100084684 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 くにおさきんぞく 國長金属㈱ 東京都墨田区本所４丁目１１番８号 03-5626-0711 0144-55-7050 H22.5.25 H27.5.24 00100054008 プ,ゴ,金,陶

胆振 くぼこうぎょう ㈲久保工業 苫小牧市字糸井３４４番地の１ 0144-84-3540 本社電話に同じ H22.10.21 H27.7.31 00100120426 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 くぼたぐみ ㈱久保田組 新冠郡新冠町字北星町５番地９ 0146-47-2022 0144-52-2722 H26.2.19 H31.2.18 00100134546 木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 くまがいうんそう ㈲熊谷運送 室蘭市中島本町１丁目２番地 0143-46-1352 本社電話に同じ H27.3.29 H32.3.28 00100117309 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
くまがいかいたいこう
ぎょう

㈲熊谷解体工業 室蘭市東町５丁目１５番７号 0143-43-8333 本社電話に同じ H22.9.27 H27.9.26 00100034164 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 くらふと ㈱クラフト 室蘭市宮の森町３丁目１８番４号 0143-83-5130 本社電話に同じ H27.3.25 H32.3.24 00100182356 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振
くりばやしかいりくゆ
そう

栗林海陸輸送㈱ 苫小牧市新明町４丁目２２番３号 0144-55-3001 0143-45-2392 H22.9.30 H27.9.29 00110071151 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶 有り

胆振 くりばやししょうせん 栗林商船㈱ 東京都千代田区大手町２丁目２番１号 03-5203-7983 0144-33-2160 H23.12.28 H28.12.27 00100128100 プ,紙,木,繊

胆振 ぐれーとろーど ㈱グレートロード 苫小牧市字沼ノ端９３８番地１ 0144-82-8151 本社電話に同じ H26.9.2 H31.9.1 00100178936 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 くわはらとしたか 桑原 敏隆 登別市若草町５丁目１６ー１２ 0143-86-4260 本社電話に同じ H23.10.15 H28.10.14 00110043307 燃,汚,油,プ,木,金,陶,が 有り

胆振 けいかんりょっか 景観緑化㈱ 苫小牧市明野新町３丁目７番２号 0144-55-4165 本社電話に同じ H22.4.7 H27.4.6 00100068892 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振
けいだいさんぎょうう
んゆ

慶大産業運輸㈲ 登別市富浦町３丁目６番地 0143-85-1972 本社電話に同じ H25.11.22 H30.10.28 00110010274 燃,汚,油,プ,木,残,固,金,陶,鉱,が,体,ば 有り

胆振 けいほく ㈱ケイホク 苫小牧市新明町１丁目３番１５号 0144-57-7620 本社電話に同じ H24.3.19 H29.3.18 00100083477 汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

胆振 けがさこんくりーと 毛笠コンクリート㈱ 白老郡白老町字竹浦４９３番１ 0144-87-3255 本社電話に同じ H25.8.26 H30.8.25 00100004832
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,鉱,糞,ば

胆振 けんせつうんぱん 建設運搬㈱ 苫小牧市柳町４丁目３番２６号 0144-55-4013 本社電話に同じ H25.9.26 H30.9.25 00100005741 プ,木,金,陶,が

胆振 こいしかわたもつ 小石川 保
苫小牧市双葉町3丁目23番16号佐々木
アパート右

0144-35-7220 本社電話に同じ H24.5.25 H29.5.16 00100084546
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,固,繊,ゴ,金,陶,
が,糞,体

胆振 こうえいでんきこうじ ㈲恒栄電気工事 室蘭市八丁平４丁目２８番６号 0143-43-0321 本社電話に同じ H26.10.5 H31.10.4 00100113983 プ,木,金

胆振 こうせい 幌清㈱ 室蘭市仲町１２番地 0143-44-2309 本社電話に同じ H27.3.30 H32.3.29 00100117301
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬
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胆振 ごうださんぎょう ㈲合田産業 登別市緑町３丁目３０番地２ 0143-85-2990 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00100109027 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 こうようさんぎょう 向陽産業㈱ 勇払郡安平町追分向陽１２３番地５ 0145-25-3628 本社電話に同じ H25.10.11 H30.10.10 00100174135 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 こうわかいうん 興和海運㈱ 宮城県塩竈市港町２丁目１６番２８号 022-365-0136 0143-27-4033 H24.3.12 H29.3.11 00100051247 燃,ば

胆振 こうわけんせつ ㈲興和建設 苫小牧市拓勇東町７丁目６番２４号 0144-52-1221 本社電話に同じ H25.7.2 H30.7.1 00100143463 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 こがねうんゆ 黄金運輸㈱ 室蘭市東町３丁目２番２１号 0143-44ｰ7207 本社電話に同じ H27.3.13 H32.3.12 00100182288 燃,汚,プ,木,金,陶,鉱,が,ば,⑬

胆振 こがねざわぐみ ㈱小金澤組 苫小牧市音羽町１丁目１８番３号 0144-34-6277 0144-55-8651 H22.7.14 H27.7.13 00100155402 汚,プ,が

胆振 ごこうけんせつ ㈱五晃建設 苫小牧市川沿町６丁目７番９号 0144-73-0851 本社電話に同じ H23.4.2 H28.4.1 00100038415 プ,木,金,陶,が

胆振 こさかけんせつ 小坂建設㈱ 虻田郡豊浦町字浜町４８番地１６ 0142-83-2277 本社電話に同じ H24.4.2 H29.4.1 00100047000 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 🏠 こすぎちくろ ㈱小杉築炉 伊達市松ヶ枝町６１番地９ 0142-25-5253 本社電話に同じ H25.3.22 H30.3.17 00100141567 プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば

胆振 こにふぁー コニファー㈲ 苫小牧市沼ノ端中央２丁目１番７号 0144-26-2131 本社電話に同じ H26.2.7 H31.2.6 00100176045 燃,油,プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,繊,汚

胆振 こばしけんせつ ㈱小橋建設 苫小牧市拓勇西町７丁目７番地の１０ 0144-55-5382 本社電話に同じ H22.12.12 H27.12.11 00100035909 燃,プ,ゴ,金,陶,が,紙,木,繊,汚,鉱,ば

胆振 こばやしこうぎょう 小林興業㈱ 登別市登別東町２丁目１７番地３ 0143-83-1222 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00110008985
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば,⑬

有り

胆振 ごりょううんゆ ㈱伍諒運輸 苫小牧市拓勇西町４丁目２番地１６ 0143-84-5085 本社電話に同じ H25.6.6 H30.6.5 00100177220 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 さいとうのぶお 齋藤 信夫 室蘭市柏木町５９番１号 0143-55-4733 本社電話に同じ H25.4.24 H30.4.7 00100141890 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 さかいさんしょう ㈲坂井産商 室蘭市大沢町２丁目２１番１１号 0143-50-6511 本社電話に同じ H23.11.2 H28.11.1 00100162767 燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 さかたぐみ ㈱坂田組 室蘭市仲町１２番地 0143-44-3707 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100008112 汚,油,プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 ささきぐみ ㈱佐々木組 登別市富岸町３丁目４２番地１ 0143-86-9020 本社電話に同じ H24.4.18 H29.4.16 00110134749 プ,紙,木,繊,陶,鉱,が 有り

胆振 ささきぐみ ㈲佐々木組 苫小牧市元町二丁目５番８号 0144-72-5735 本社電話に同じ H23.4.13 H28.4.12 00100159548 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 ささきとそうこうぎょう 佐々木塗装工業㈱ 室蘭市寿町一丁目１２番１２号 0143-44-2939 本社電話に同じ H22.12.22 H27.12.21 00100157922 油,プ,紙,木,金,陶,が

胆振 さとうただお 佐藤忠夫 登別市若山町４丁目４５番地８ 0143-86-1818 本社電話に同じ H25.7.18 H30.7.17 00100172769 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 さんあいしょううん ㈲三愛商運 苫小牧市字沼ノ端２５８番地３９ 0144-55-5581 本社電話に同じ H23.7.29 H28.4.21 00100126648 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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胆振 さんえい サンエイ㈱ 愛知県刈谷市桜町３丁目３番地 0566-21-4301 0144-57-3003 H27.2.22 H32.2.21 00100000526 汚,油,酸,ア,プ,木,金,陶

胆振 さんえいぶつりゅう ㈱三栄物流 苫小牧市字柏原６番地９１ 0144-57-8821 本社電話に同じ H27.3.26 H32.3.25 00100153944 汚,プ,紙,木,金,陶,が

胆振 さんかねこうぎょう 三金工業㈱ 勇払郡むかわ町洋光10番地 0145-42-5151 本社電話に同じ H25.9.3 H30.8.30 00100005735 プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 さんぎけん ㈱サン技建 勇払郡安平町遠浅７０７番地１０７ 0145-22-3688 本社電話に同じ H24.11.22 H29.11.21 00100139468 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 さんきゅう 山九㈱ 福岡県北九州市門司区港町６番７号 093-321-3831 022-232-1139 H22.11.15 H27.9.29 00100000376 プ,鉱,ば

胆振 さんきょうしげん 三協資源㈱ 登別市大和町２丁目２５番地１ 0143-85-4270 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009235
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 さんぎょうしんこう 産業振興㈱ 東京都江東区亀戸１丁目５番７号 03-5627-2401 0143-44-5334 H26.4.11 H31.3.28 00100003863
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が,ば

胆振 さんきょうせいそう 三協清掃㈱ 室蘭市日の出町２丁目１８番２号 0143-41-5071 本社電話に同じ H23.12.22 H28.12.21 00110081568 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

胆振 さんけいこうぎょう ㈲三恵興業 室蘭市日の出町３丁目４番１０号 0143-41-1120 本社電話に同じ H25.12.5 H30.12.4 00100175216 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 さんこうさんぎょう ㈱三光産業 帯広市大通南１６丁目１８番地 0155-26-3530 本社電話に同じ H26.8.13 H31.8.8 00110021201 油,ア,プ,金 有り

胆振 さんしょう ㈱三商 苫小牧市新開町３丁目９番９号 0144-55-7531 本社電話に同じ H25.8.24 H30.8.23 00100002524
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が

胆振 さんぱい ㈲さんぱい 室蘭市中島町４丁目９番２４号 0143-44-6106 本社電話に同じ H26.12.7 H31.12.6 00100000886
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振 さんぽうぶつりゅう ㈲サンポウ物流 苫小牧市表町２丁目３番１８号 0144-34-6691 本社電話に同じ H24.11.30 H29.11.29 00100168344
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,⑬

胆振 さんようしょうかい ㈲三洋商会 苫小牧市あけぼの町３丁目２番２号 0144-55-6671 本社電話に同じ H23.11.26 H28.11.25 00110163019 プ,金 有り

胆振
さんようほそうこうぎょ
うしょ

㈲三葉舗装工業所 虻田郡洞爺湖町入江６４－７７ 0142-82-7383 本社電話に同じ H26.3.28 H31.3.26 00100059870 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,ば

胆振 さんらいず ㈱サンライズ 勇払郡むかわ町駒場５０番地 0145-42-2155 本社電話に同じ H22.5.13 H27.5.12 00100113617 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 さんらいなー サンライナー㈱ 苫小牧市字沼ノ端２番地３４ 0144-55-7788 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00100113749
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

胆振 しーあんどあーる ㈱Ｃ＆Ｒ 苫小牧市字静川５番地の４ 0144-56-4040 本社電話に同じ H24.11.11 H29.11.10 00100085831
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

胆振 しーろっくすきたいち ㈱シーロックス北一 苫小牧市一本松町１３番１ 0144-82-9141 本社電話に同じ H24.6.1 H29.5.23 00100084798 プ,紙,木,繊,金,陶

胆振
じぇいえっくすきんぞく
とまこまいけみかる

ＪＸ金属苫小牧ケミカル㈱ 苫小牧市字勇払１５２番地 0144-56-0231 本社電話に同じ H25.3.1 H30.2.28 00100000884
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振
じぇいえふいーかん
きょう

ＪＦＥ環境㈱ 神奈川県横浜市鶴見区弁天町３番地１ 045-505-7949 本社電話に同じ H26.2.2 H31.2.1 00100004313 汚,プ,紙,木,繊,金,陶
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胆振
しおみこーぽれーしょ
んきかく

㈱汐見コーポレーション企画 苫小牧市字勇払２８５番３ 0144-56-3211 本社電話に同じ H27.1.10 H31.12.24 00100152492 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 🏠 しげいずみさんぎょう ㈲繁泉産業 苫小牧市三光町３丁目１１番１３号 0144-36-6828 本社電話に同じ H26.9.25 H27.11.2 00100073401 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

胆振 しのはらうんゆ ㈱篠原運輸 登別市栄町３丁目１６番地１２ 0143-86-1711 本社電話に同じ H25.10.21 H30.10.20 00100008982
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば,⑬

胆振 しみずうんゆ ㈲清水運輸 室蘭市中島町３丁目３番４号 0143-44-1108 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100008978 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 しみずこうぎょう ㈱清水興業 埼玉県所沢市大字新郷２０６番１ 04-2944-3960 0142-22-2130 H25.7.30 H30.7.29 00100015074 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 しゅうえいしょうじ 秋栄商事㈱ 苫小牧市春日町１丁目１４番２号 0144-33-1201 本社電話に同じ H22.12.27 H27.12.26 00100124311 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 じゅうけんのとぐみ ㈱重建能登組 虻田郡洞爺湖町高砂町１６６番地 0142-74-3777 本社電話に同じ H22.11.16 H27.10.31 00100123173
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

胆振 しょうえいこうぎょう ㈱昭栄興業 苫小牧市日の出町１丁目３番２５号 0144-36-1230 本社電話に同じ H26.3.23 H31.3.22 00100016405 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振
しょうせんみついふぇ
りー

商船三井フェリー㈱ 東京都港区芝公園２丁目４番１号 03-5501-1870 本社電話に同じ H23.12.19 H28.12.18 00100081472 プ,木,金,陶

胆振 しょうなんこうぎょう ㈲湘南興業 伊達市北黄金町４９番地 0142-24-2144 本社電話に同じ H24.2.15 H29.2.14 00100045769
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,⑬

胆振 しょうなんさんぎょう ㈲翔南産業 勇払郡むかわ町大成１丁目３７番地２ 0145-42-3577 本社電話に同じ H22.10.29 H27.10.28 00100157037 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

胆振 じょぶさぽーと ㈱ジョブサポート 室蘭市八丁平４丁目２０番１７号 0143-41-6080 本社電話に同じ H26.2.25 H31.2.24 00100176226 燃,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振
しらおいきょうわさん
ぎょう

白老協和産業㈱ 白老郡白老町川沿３丁目５６３番地１６ 0144-82-5501 本社電話に同じ H22.8.2 H27.8.1 00100032407 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が,糞

胆振 優 しらおいせいそう ㈱白老清掃 白老郡白老町高砂町３丁目４３６番地7 0144-82-2319 本社電話に同じ H20.8.26 H27.8.25 00100003899
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振
しらおいせつびこう
ぎょう

㈱白老設備工業 白老郡白老町若草町１丁目２番２０号 0144-82-5959 本社電話に同じ H22.4.12 H27.4.11 00100117490 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 しらおいゆし ㈱白老油脂 白老郡白老町字石山７１番地１０ 0144-84-2300 本社電話に同じ H23.6.10 H28.6.9 00100160507 油

胆振 しらやまのぶゆき 白山　信之 苫小牧市拓勇東町８丁目１番地の１ 0144-55-7734 本社電話に同じ H26.5.20 H31.5.19 00100177301 プ,木,金,陶

胆振 しんえいさんぎょう ㈱新栄産業 室蘭市寿町一丁目１番１５号 0143-43-8655 本社電話に同じ H25.10.12 H30.10.11 00100174137 燃,汚,油,酸,ア,プ,金,鉱

胆振 しんえいしょうじ 新栄商事㈱
神奈川県川崎市川崎区四谷下町１９番１
号

044-266-7912 本社電話に同じ H25.5.1 H30.4.30 00100004154
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,
ば,⑬

胆振 しんかいえくすぷれす ㈱新開エクスプレス 苫小牧市一本松町１２番６号 0144-53-1555 本社電話に同じ H23.6.1 H27.6.17 00100155152 燃,油,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 しんかいこうさん ㈲新開興産 苫小牧市新開町２丁目１０番１１号 0144-53-7337 本社電話に同じ H24.8.14 H29.8.13 00100098192 燃,汚,木,金,陶,が,ば
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胆振 じんがみこうぎょう 陣上工業㈱ 室蘭市仲町１６番地 0143-45-5121 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009487 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 しんこうけんせつ 晋康建設㈱ 苫小牧市柏木町２丁目６番１５号 0144-76-8595 本社電話に同じ H25.8.10 H30.8.9 00100173288 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,金,陶,が,糞

胆振 しんこうでんき ㈱新興電気 苫小牧市新開町３丁目１０番１号 0144-55-3421 本社電話に同じ H24.10.15 H29.10.14 00100168728 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 しんせい ㈲シンセイ 苫小牧市新明町４丁目１５番７号 0144-55-0862 本社電話に同じ H26.3.4 H31.2.18 00100147404 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
しんせいけんせつこう
ぎょう

伸正建設工業㈱ 苫小牧市有珠の沢町３丁目１９番１０号 0144-72-6156 本社電話に同じ H26.11.14 H31.11.13 00100180567 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振
しんたいへいよううん
ゆ

新太平洋運輸㈱ 苫小牧市東開町１丁目７番１０号 0144-55-2073 本社電話に同じ H22.8.1 H27.7.31 00100071494 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

胆振 しんめいこうぎょう 新明工業㈱ 苫小牧市新明町五丁目２９番５号 0144-55-5411 本社電話に同じ H22.4.13 H27.4.12 00100154072
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

胆振 しんりゅうつう ㈱新流通 苫小牧市一本松町１１番地１０ 0144-55-1028 本社電話に同じ H26.8.18 H31.8.17 00100113189 プ,紙,木,繊,ゴ,金,が

胆振 しんわけんせつ 新和建設㈱ 室蘭市宮の森町１丁目９番８号 0143-44-5706 本社電話に同じ H26.12.14 H31.12.13 00100115561 汚,油,プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 しんわさんぎょう 新和産業㈱ 室蘭市仲町１２番地 0143-44-2175 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100002962 燃,汚,油,プ,木,金,陶,鉱,が,ば,⑬

胆振 すがわら ㈱スガワラ 苫小牧市字勇払２０番地２０ 0144-84-1638 本社電話に同じ H24.4.25 H29.4.24 00100165795
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

胆振 すずかかいうん 鈴鹿海運㈱
愛知県名古屋市港区十一屋２丁目１５５
番地

052-382-6353 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.23 00100135451 燃,汚,油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶,鉱,ば

胆振
すずきさんぎょううん
ゆ

鈴木産業運輸㈱ 白老郡白老町字竹浦６２番地２ 0144-87-2142 本社電話に同じ H26.3.16 H31.3.15 00100059496 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 せいけんこうぎょう ㈲清建興業 苫小牧市はまなす町１丁目２０番１６号 0144-72-3685 本社電話に同じ H22.6.4 H27.5.17 00100069623 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 せいぶさんぎょう ㈲西鵡産業 勇払郡厚真町字浜厚真１８２番地 01452-8-2261 本社電話に同じ H26.7.10 H31.7.8 00100112103 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 せきさんぎょう ㈲関産業 苫小牧市美園町２丁目１５番２号 0144-34-1384 本社電話に同じ H27.1.15 H31.12.27 00100115649 プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

胆振 そうえいろじてっく ㈲曹栄ロジテック 登別市千歳町２丁目１２番地 0143-85-5161 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009237 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば,⑬

胆振 そうべつかもつうんゆ 壮瞥貨物運輸㈱ 有珠郡壮瞥町字滝之町２８３番地７ 0142-66-2221 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100008979
燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,糞,
体,ば

胆振 だいいちけんせつ 第一建設㈱ 室蘭市八丁平３丁目１７番１７号 0143-47-6366 本社電話に同じ H25.12.19 H30.12.18 00100146534 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 だいきけんせつ ㈲大希建設 苫小牧市字沼ノ端２０３番地８８４ 0144-57-1133 本社電話に同じ H25.7.31 H30.7.30 00100143862 油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

胆振 だいごうけんせつ 大郷建設㈱ 室蘭市高砂町１丁目１２番３号 0143-43-3333 本社電話に同じ H25.4.30 H30.4.29 00100142192 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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胆振 だいこうぶつりゅう ㈱大興物流 苫小牧市字沼ノ端９３７番地の３ 0144-55-1330 本社電話に同じ H25.9.13 H30.8.24 00100005732 プ,金,陶,が

胆振 だいしん ㈲大進 室蘭市海岸町１丁目２０番４１号 0143-23-6681 本社電話に同じ H24.9.11 H29.9.5 00100137903 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 たいせいうんゆ 大盛運輸㈱ 勇払郡むかわ町末広２丁目４８番地 01454-2-2113 本社電話に同じ H26.6.22 H31.6.21 00100111794 汚,酸,ア

胆振 だいとうかいはつ 大東開発㈱ 苫小牧市若草町２丁目１番６号 0144-32-9523 本社電話に同じ H23.11.30 H28.11.21 00100061885 プ,金,が

胆振 だいどうでんせつ 大同電設㈱ 室蘭市東町２丁目２４番１号 0143-44-5695 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100026564 油,プ,ゴ,金,陶,が

胆振 たいへいようふぇりー 太平洋フェリー㈱
愛知県名古屋市中村区名駅４丁目２４番
８号

052-582-8612 本社電話に同じ H23.11.16 H28.11.9 00100079436 汚,プ,金,陶

胆振 たいほうけんせつ ㈲太豊建設 苫小牧市川沿町６丁目１１番１８号 0144-76-5111 本社電話に同じ H22.3.26 H27.3.25 00100153717 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 だいほくうんゆ 大北運輸㈱ 苫小牧市晴海町４３番地５３ 0144-55-8800 本社電話に同じ H24.2.14 H29.2.13 00100082647
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

胆振 だいゆうりくうん 大雄陸運㈱ 苫小牧市字沼ノ端４９番地の１１ 0144-55-6366 本社電話に同じ H24.10.23 H29.10.8 00100099036 汚,油,ア,プ,紙,木,残,固,ゴ,金,陶,が,体

胆振 たいようけんせつ ㈱太洋建設 室蘭市東町２丁目２５番４号 0143-44-2827 本社電話に同じ H26.4.9 H31.4.8 00100176779 プ,紙,木,繊,ゴ,陶,が

胆振 たいら ㈱タイラ 登別市千歳町１３４番地２０ 0143-85-7530 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00110150355
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

有り

胆振 たかしおさんぎょう ㈲高潮産業 苫小牧市字糸井９７番地２ 0144-72-3131 本社電話に同じ H23.4.24 H28.4.23 00100005744 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 たかしみずけんせつ 髙清水建設㈱ 虻田郡洞爺湖町本町１５２番地 0142-76-5326 本社電話に同じ H27.3.20 H32.3.19 00100152230 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 たかだぐみ ㈱高田組 室蘭市輪西町１丁目３番６号 0143-45-1648 本社電話に同じ H26.2.28 H31.2.22 00100059263 燃,汚,油,プ,木,繊,陶,鉱,が,ば

胆振
たかなしじゅうきこう
ぎょう

髙梨重機工業㈱ 虻田郡洞爺湖町入江３５番地１６ 0142-76-2284 本社電話に同じ H25.5.14 H30.5.13 00100171971 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
たかはしえいせいこう
ぎょう

高橋衛生工業㈱ 室蘭市知利別町２丁目８番１５号 0143-44-5467 本社電話に同じ H26.2.28 H31.2.27 00100015748 汚

胆振 たかはしけんせつ ㈱高橋建設 虻田郡洞爺湖町洞爺町３７番地 0142-82-5211 本社電話に同じ H22.8.17 H27.8.16 00100033070 汚,プ,木,金,陶,体

胆振 たかはしさんぎょう ㈲髙橋産業 勇払郡むかわ町田浦８３番地の３ 01454-2-4528 本社電話に同じ H22.12.7 H27.12.6 00100124130 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 たかはしせいそう 高橋清掃㈱ 室蘭市知利別町２丁目８番１５号 0143-44-4992 本社電話に同じ H25.10.7 H30.10.6 00100008628 汚,油

胆振 たかふじかずひろ 髙藤一弘 苫小牧市北栄町３丁目９番地の１４ 0144-57-7212 本社電話に同じ H26.1.28 H31.1.27 00100174515 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 たかふじこうぎょう ㈲髙藤工業 苫小牧市北栄町３丁目９番地の１４ 0144-55-6025 本社電話に同じ H26.9.1 H31.8.31 00100150796 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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胆振 たがみぐみ ㈱田上組 室蘭市御崎町二丁目１３番９号 0143-22-8131 本社電話に同じ H23.3.31 H28.3.30 00100159364 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 たきざわでんきこうじ ㈱瀧澤電気工事 苫小牧市桜木町３丁目６番６号 0144-73-0604 本社電話に同じ H22.10.16 H27.10.15 00100156705
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

胆振 たきもとさんぎょう 瀧本産業㈱ 勇払郡安平町安平４４２番地 0145-23-2221 本社電話に同じ H26.5.19 H31.5.18 00100148874 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,体

胆振 たくどうけんせつ ㈲拓道建設 苫小牧市三光町２丁目１０番６号 0144-35-3377 本社電話に同じ H22.8.3 H27.8.2 00100120366 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 たくみこうぎょう ㈲拓美工業 室蘭市中島町１丁目３６番１４号 0143-47-9157 本社電話に同じ H26.5.24 H31.5.23 00100108772 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 たくゆうけんせつ ㈱拓友建設 苫小牧市字糸井４０２番地の９ 0144-72-2051 本社電話に同じ H27.3.27 H32.3.26 00100182529 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 たざわけいじ 田澤 恵司 室蘭市柏木町１０番１８号 090-2812-3110 本社電話に同じ H24.10.3 H29.10.2 00100168343 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 だてじょうかせんたー ㈱伊達浄化センター 伊達市元町４４番地 0142-23-1155 本社電話に同じ H25.10.17 H30.10.12 00100009232
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

胆振 だてしょうせいえん ㈲伊達松盛園 伊達市上長和町１９８番地の８ 0142-23-6307 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100008987 汚,プ,木,金,陶,が

胆振 だてっくす ㈱ダテックス 伊達市竹原町７４番地３ 0142-22-0071 0142-66-2100 H24.12.29 H29.12.28 00110100518 油,汚,プ,酸,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

胆振 たなかおさむ 田中 吏 室蘭市港北町３丁目３番５号 0143-45-5616 本社電話に同じ H26.2.10 H31.2.9 00100058765 燃,プ,紙,木,金,陶,が,鉱

胆振 たなかけんざいうんゆ ㈱田中建材運輸 苫小牧市柳町４丁目４番１７号 0144-68-8318 本社電話に同じ H24.10.5 H29.10.4 00100168556 汚,油,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

胆振 たぶちかいうん 田渕海運㈱ 大阪府大阪市西区安治川２丁目２番５号 06-6582-3866 本社電話に同じ H23.4.18 H28.1.31 00100023381 燃,ば

胆振 たむらけんせつ ㈲田村建設 登別市登別本町２丁目５３番地１ 0143-83-2153 本社電話に同じ H25.11.22 H30.11.21 00100174985 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 たんさいうんゆ 胆西運輸㈱ 伊達市弄月町６７番地 0142-23-3588 本社電話に同じ H24.7.3 H29.7.2 00100048954 燃,汚,酸,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 たんじうんゆ ㈱丹治運輸 苫小牧市字植苗１９２番地２ 0144-55-5555 本社電話に同じ H25.12.14 H30.12.13 00100057671 木

胆振 ちば ㈲チバ 室蘭市神代町１２番地３ 0143-45-6111 本社電話に同じ H23.12.1 H28.11.1 00110043615 油,ア,プ,金,陶 有り

胆振 ちよだないこうきせん 千代田内航汽船㈱ 兵庫県神戸市中央区海岸通８番 078-333-8565 本社電話に同じ H25.7.10 H30.7.9 00100128601 プ,紙

胆振 ちりきさんぎょう ㈲ちりき産業 室蘭市祝津町１丁目１１番１号 0143-25-4577 本社電話に同じ H22.2.22 H27.2.21 00100067642
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
ば,⑬

胆振 つるまるかいうん 鶴丸海運㈱
福岡県北九州市若松区本町１丁目５番１
１号

093-761-5631 本社電話に同じ H23.9.23 H28.8.16 00100000367 汚,プ,ゴ,金,陶

胆振 でだけんせつ ㈱出田建設 有珠郡壮瞥町字久保内４７番地 0142-66-6011 本社電話に同じ H22.6.7 H27.6.4 00100070050 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が
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胆振 とうあどうろこうぎょう 東亜道路工業㈱ 東京都港区六本木７丁目３番７号 011-781-5811 本社電話に同じ H25.8.30 H30.8.29 00100000881 汚,プ,紙,木,金,陶,が

胆振 とうかいけんせつ 東海建設㈱ 室蘭市高砂町４丁目１４番１６号 0143-46-1201 本社電話に同じ H26.11.20 H31.11.19 00100180672
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 とうきめんてなんす ㈱藤希メンテナンス 登別市桜木町１丁目８番地３ 0143-85-2833 本社電話に同じ H26.2.18 H31.2.17 00100014933 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

胆振 とうこう ㈱桐光 苫小牧市有明町１丁目８番２３号 0144-74-4355 本社電話に同じ H25.7.31 H30.7.30 00100173064 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 とうしん ㈱東伸 横浜市都筑区川向町８０３番地１ 045-474-1781 本社電話に同じ H24.8.3 H29.8.2 00100061741
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 どうだいさんぎょう ㈲道大産業 苫小牧市美原町３丁目３番５号 0144-53-7022 本社電話に同じ H26.7.17 H31.7.16 00100149839
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振
どうなんかんきょうほ
ぜん

道南環境保全㈱ 伊達市末永町５８番地３ 0142-25-4657 本社電話に同じ H25.10.21 H30.10.20 00100009236
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,
糞,ば

胆振
どうなんくりーんせん
たー

㈲道南クリーンセンター 室蘭市高平町１番地１９ 0143-55-5083 本社電話に同じ H26.9.2 H30.10.12 00100008984
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

胆振
どうなんじゅうけんこう
ぎょう

道南重建工業㈱ 虻田郡洞爺湖町高砂町１６６番地 0142-74-2022 本社電話に同じ H26.4.25 H31.4.20 00100148364
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,体,ば

胆振
どうなんじょうかえい
せいせんたー

㈱道南浄化衛生センター 虻田郡豊浦町字船見町１０６番地２ 0142-83-3910 本社電話に同じ H25.11.18 H30.11.17 00100009484 燃,汚,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,ば

胆振 優 どうなんせいそう 道南清掃㈱ 室蘭市東町３丁目２番１１号 0143-43-5580 本社電話に同じ H24.5.19 H31.5.18 00110047460
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

有り

胆振
どうなんそうごうどけ
ん

道南綜合土建㈱ 白老郡白老町川沿３丁目１番２３号 0144-82-2289 本社電話に同じ H25.9.12 H30.8.25 00100006400 プ,紙,ゴ,金,陶,が,木,燃,汚,鉱

胆振 どうなんれみっく ㈱道南レミック 苫小牧市新開町三丁目４番３号 0144-33-3601 本社電話に同じ H23.4.21 H28.4.20 00100076185 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 とうにちけんせつ ㈲東日建設 苫小牧市明野新町３丁目２０番１５号 0144-55-8436 本社電話に同じ H24.10.24 H29.10.23 00100099673 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 とうほくうんゆそうこ 東北運輸倉庫㈱ 苫小牧市柳町１丁目６番８号 0144-53-8111 本社電話に同じ H23.8.31 H28.8.30 00100161674
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 とうやさんぎょう 洞爺産業㈱ 虻田郡洞爺湖町洞爺町４１４番地 0142-82-5316 本社電話に同じ H25.9.20 H30.9.19 00100008632 プ,ゴ,金,陶,が

胆振 とうようこうぎょう ㈱東洋興業 登別市新栄町１番地３２ 0143-85-2935 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009223 燃,汚,油,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば

胆振 とうようろざい 東洋炉材㈱ 虻田郡洞爺湖町入江８８番地 0142-76-2277 本社電話に同じ H24.3.7 H29.3.6 00100165011 陶

胆振 とうわうんゆ 東和運輸㈱ 苫小牧市字沼ノ端２番地２８ 0144-56-0090 本社電話に同じ H26.4.14 H31.4.6 00100110075 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば

胆振 とうわせいそう ㈲登和清掃 登別市新栄町１番地４１ 0143-88-0200 本社電話に同じ H26.6.7 H31.6.6 00100018066
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 とおだけんせつ 遠田建設㈱ 登別市緑町２丁目３１番地３ 0143-85-6561 本社電話に同じ H23.11.14 H28.11.13 00100038654 プ,木,金,陶,が
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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

胆振 ときたじこう 時田自工㈱ 伊達市梅本町４番地２４ 0142-23-3255 0142-25-5420 H23.8.19 H28.8.18 00110161672 プ,ゴ,金 有り

胆振 ときわけんせつ 常盤建設㈱ 登別市中央町４丁目１番地１８ 0143-85-4533 本社電話に同じ H24.10.25 H29.10.24 00100168825 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

胆振 とまうぇーぶ ㈱トマウェーブ 苫小牧市字勇払２８５番地１ 0144-56-2456 本社電話に同じ H26.3.5 H31.2.23 00100014665
燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞,ば

胆振
とまこまいえーじぇん
しー

㈱苫小牧エージェンシー 苫小牧市末広町３丁目６番１４号 0144-33-0268 本社電話に同じ H24.9.28 H29.9.27 00100168555
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振
とまこまいかいたいけ
んせつ

㈱苫小牧解体建設 苫小牧市のぞみ町３丁目１９番２８号 0144-67-0388 本社電話に同じ H22.9.12 H27.9.11 00110033501 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が 有り

胆振
とまこまいげすいどう
かんり

苫小牧下水道管理㈱ 苫小牧市末広町３丁目８番１８号 0144-38-7676 本社電話に同じ H26.6.17 H31.6.16 00100061988 汚

胆振
とまこまいさいしげん
せんたー

㈱苫小牧再資源センター 苫小牧市字錦岡５２１番３６３ 0144-68-5459 本社電話に同じ H25.4.18 H30.4.17 00100103302 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
とまこまいじゅうしゃ
りょううんゆ

苫小牧重車輌運輸㈱ 苫小牧市字糸井７０番地の４ 0144-73-7821 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100006387 汚,油,プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 優
とまこまいせいそうき
ぎょうくみあい

苫小牧清掃企業組合 苫小牧市新開町２丁目２番１０号 0144-51-6556 本社電話に同じ H20.9.19 H27.8.30 00110004831
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

有り

胆振
とまこまいせいそう
しゃ

㈱苫小牧清掃社 苫小牧市字糸井４０２番地１４ 0144-74-1161 本社電話に同じ H25.8.26 H30.8.25 00110002965
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

有り

胆振 とまこまいふとう 苫小牧埠頭㈱ 苫小牧市入船町３丁目４番２１号 0144-33-6161 本社電話に同じ H26.5.16 H31.5.15 00100017789
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振 とまじゅうけんせつ 苫重建設㈱ 苫小牧市字糸井７０番地 0144-73-7351 本社電話に同じ H25.8.7 H30.8.6 00100172985 汚,油,プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 とまてっく ㈱トマテック 苫小牧市拓勇東町３丁目２番地の６ 0144-55-0669 本社電話に同じ H22.5.20 H27.5.19 00100118497 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 とみたしょうじ ㈲富田商事 室蘭市御崎町２丁目１１番１１号 0143-24-1884 本社電話に同じ H23.11.16 H28.11.15 00100080981 汚,プ,木,残,金,が,糞

胆振 とみたみのる 富田 稔 室蘭市母恋南町３丁目２１番９号 0143-23-0658 本社電話に同じ H25.3.10 H30.3.9 00100140483 プ,木,残,金,が,糞

胆振
とようらけんせつこう
ぎょう

豊浦建設工業㈱ 虻田郡豊浦町字旭町２６番地の１ 0142-83-2381 本社電話に同じ H25.7.7 H30.7.6 00100143625 汚,油,プ,ゴ,金,陶

胆振 ながおかぞうえん 長岡造園㈱ 苫小牧市新明町５丁目２９番９号 0144-55-2736 本社電話に同じ H26.4.15 H31.4.14 00100060408 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

胆振 🏠 ながおこうぎょう 長尾工業㈱ 勇払郡むかわ町穂別和泉１４１番地４ 0145-45-2175 本社電話に同じ H23.4.30 H28.4.29 00100039544 汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 ながとけんせつ 長門建設㈱ 苫小牧市川沿町５丁目４番３号 0144-72-1104 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00100150552 プ,紙,木,ゴ,陶,が

胆振 なかのしょうじ ㈲中野商事 苫小牧市新中野町３丁目１番２５号 0144-32-7661 本社電話に同じ H22.10.11 H27.10.10 00100122574 油,プ,金

胆振 なかはらけんせつ 中原建設㈱ 苫小牧市澄川町４丁目５番２４号 0144-67-7060 本社電話に同じ H23.7.29 H28.7.28 00100161181 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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胆振 なかむらでんき ㈱中村電気 苫小牧市美園町３丁目１４番１８号 0144-38-3150 0146-36-3730 H26.3.18 H31.3.17 00100176579 プ,紙,金,陶,が

胆振 ならさきすたっくす ナラサキスタックス㈱ 苫小牧市元中野町２丁目１３番２４号 0144-35-2222 本社電話に同じ H25.8.28 H30.8.25 00110006393 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶 有り

胆振 なりたゆそう ㈲成田輸送 室蘭市中島本町１丁目１１番３号 0143-44-3033 本社電話に同じ H22.9.14 H27.9.13 00100121711 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 にしきこうぎょう ㈱錦工業 白老郡白老町字竹浦３５１番地 0144-87-3272 0143-55-1192 H26.4.1 H31.3.31 00100147419 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 にしむらけんせつ 西村建設㈱ 勇払郡安平町追分花園２丁目５８番地 0145-25-2424 本社電話に同じ H26.12.14 H31.12.13 00100115378 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 にちえいこうぎょう ㈱日栄工業 苫小牧市字沼ノ端２５８番地１３１ 0144-55-5303 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100006394 プ,金,陶,が,紙,木,残,糞,燃,汚,油,酸,ア

胆振 にちでんこうぎょう ㈲日電鋼業 苫小牧市字植苗１３９番地２７ 0144-58-3434 本社電話に同じ H23.3.31 H28.2.17 00100113585
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振 にっけいこうぎょう ㈲日恵工業 室蘭市大沢町２丁目２５番１１－３０４号 0143-45-1712 本社電話に同じ H26.8.16 H31.8.15 00100113186 汚,油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 にっけいぶつりゅう 日軽物流㈱ 東京都中央区八丁堀３丁目４番８号 03-6222-7720 0144-55-6837 H23.3.23 H28.3.22 00100001771 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 にっこううんゆ 日鋼運輸㈱ 室蘭市茶津町４番地１ 0143-22-7923 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100007284 燃,汚,油,プ,木,繊,金,陶,鉱,が,ば

胆振 にっこうとらっく 日鋼トラック㈱ 室蘭市茶津町４番地 0143-22-7923 本社電話に同じ H24.4.10 H29.4.9 00100047294
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,
が,ば

胆振 にっしょうかいうん 日正海運㈱ 東京都中央区勝どき二丁目２番１５号 03-3532-2461 0144-56-1150 H25.11.6 H30.11.5 00100174330 プ,木,繊,残,ゴ,陶

胆振 にったんこうむてん ㈲日胆工務店 室蘭市中島町４丁目１３番３号 0143-44-8834 本社電話に同じ H24.11.7 H29.11.6 00100138422 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
にっつうむろらんうん
ゆ

日通室蘭運輸㈱ 室蘭市御崎町１丁目３６番地２ 0143-22-2611 本社電話に同じ H23.5.8 H28.5.7 00100076685 汚,油,ア,プ,ゴ,金,陶,⑬

胆振
にってつすみきんぶ
つりゅうきみつ

日鐵住金物流君津㈱ 千葉県君津市君津１番地 0439-52-2311 0439-80-3300 H22.5.22 H27.5.21 00100079202 汚,プ

胆振 にってつぶつりゅう 日鉄住金物流㈱ 東京都中央区新川１丁目２３番４号 03-3553-5043 本社電話に同じ H23.10.1 H28.9.30 00100129682 汚,鉱,ば

胆振
にほんけいりょうぶつ
りゅう

㈱日本計量物流 苫小牧市一本松町１１番１３ 0144-53-2222 本社電話に同じ H25.8.27 H30.8.26 00100144470
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

胆振 にほんこうはつ 日本興発㈱ 有珠郡壮瞥町字滝之町２８３番地 0142-66-2221 0142-66-3003 H22.5.26 H27.5.25 00110154658 汚 有り

胆振
にほんせいしほっか
いどうさぽーと

日本製紙北海道サポート㈱ 苫小牧市字勇払１４３番地 0144-56-0326 本社電話に同じ H25.8.24 H30.8.23 00100006396 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 🏠 ぬまたじゅうき ㈲沼田重機 勇払郡厚真町字宇隆３７１番地 01452-7-3114 本社電話に同じ H24.4.4 H29.4.3 00100047092 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

胆振
のぼりべつきたじうん
ゆ

㈲登別北自運輸 登別市新栄町１番地４０ 0143-85-5165 本社電話に同じ H25.7.26 H30.7.25 00100105307 燃,汚,プ,木,金,陶,鉱,が
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胆振
のぼりべつくりーん
さーびす

登別クリーンサービス㈱ 登別市新栄町１番地３９ 0143-88-0870 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009221
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振
ばーすけんせつこう
ぎょう

㈲バース建設工業 室蘭市宮の森町４丁目１１番８号 0143-41-4123 本社電話に同じ H22.9.5 H27.9.4 00100072242 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振
はくしんけんせつこう
ぎょう

㈱博信建設工業 室蘭市東町５丁目１５番１８号 0143-43-6515 本社電話に同じ H25.9.1 H30.8.31 00100008110 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 はっこうぶっさん 白光物産㈱ 勇払郡安平町追分弥生５７６番地４ 01452-5-4085 本社電話に同じ H24.6.26 H29.6.25 00100048273 汚,プ,木,金,陶,が

胆振
はっぴーすまいるさー
びす

㈲ハッピースマイルサービス 室蘭市寿町３丁目１３番１号 0143-44-8665 本社電話に同じ H27.2.18 H32.2.17 00100116097 プ,ゴ,金,陶

胆振 はなぶさしょうじ 合同会社英商事 白老郡白老町字社台２８９番地３９ 0144-82-6553 本社電話に同じ H26.4.16 H31.4.15 00100177077 プ,木,ゴ,陶,が

胆振
はやかわでんきこうじ
てん

㈲早川電気工事店 室蘭市陣屋町３丁目１番５号 0143-59-3617 本社電話に同じ H25.9.26 H30.9.25 00100173929 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 優 はやきたこうえい 早来工営㈱ 神奈川県川崎市川崎区扇町６番１号 044-328-734101452-2-3731 0133-64-1311H27.3.12 H34.2.21 00110001169
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

有り

胆振 はやきたせいそう 早来清掃㈲ 勇払郡安平町早来大町１５３番地 0145-22-3154 本社電話に同じ H23.11.1 H28.10.24 00100130690 汚

胆振 はやきたゆそう ㈱早来輸送 勇払郡安平町遠浅７０７番地 01452-2-2204 本社電話に同じ H25.9.28 H30.9.11 00100106215 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 はやしだけんせつ ㈱林田建設 登別市鷲別町５丁目８番地８ 0143-86-7890 本社電話に同じ H24.12.14 H29.12.13 00100139961 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 びーくる ㈱ビークル 苫小牧市字植苗１６６番地３ 0144-51-8008 本社電話に同じ H26.2.19 H31.2.18 00100176227 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
ひがしいぶりせいそう
きぎょうくみあい

東胆振清掃企業組合 勇払郡安平町早来大町１４１番地の６５ 01452-2-2327 本社電話に同じ H25.7.26 H30.6.22 00110104652 汚,油,プ,紙,木,金,残,陶,が 有り

胆振 びけんびるさーびす ビケンビルサービス㈱ 苫小牧市矢代町１丁目２番２６号 0144-34-7820 本社電話に同じ H25.8.24 H30.8.23 00110006385 油,プ,木,金,陶,が 有り

胆振 びけんわーく ㈱ビケンワーク 登別市新栄町１番地２９ 0143-88-0033 本社電話に同じ H22.11.7 H27.11.6 00100005751
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

胆振
ひしなかじどうしゃう
んゆ

菱中自動車運輸㈱ 苫小牧市錦町２丁目６番２２号 0144-33-9144 本社電話に同じ H26.6.27 H31.6.26 00100148171 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 ひのでうんゆ 日の出運輸㈱ 室蘭市日の出町２丁目３番１号 0143-43-7321 本社電話に同じ H22.9.15 H27.8.22 00100071965 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

胆振 ひのでけんせつ ㈲日ノ出建設 室蘭市日の出町１丁目１２番１４号 0143-46-1276 本社電話に同じ H22.12.26 H27.12.25 00100074135 木,が

胆振 びび ㈱美備 苫小牧市泉町１丁目７番８号 0144-38-3300 本社電話に同じ H25.4.8 H30.4.7 00100103072
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振
びれっぢけいあんど
てぃ

㈲ビレッヂ・ケイ・アンド・ティ 室蘭市石川町１９４番地３２ 0143-59-0830 本社電話に同じ H25.8.27 H30.8.18 00110055504 油,プ,木,ゴ,金,陶,が 有り

胆振 ひろおかしょうてん ㈲廣岡商店 苫小牧市字勇払１５４番地２ 0144-56-0857 本社電話に同じ H25.11.27 H30.11.26 00100057366 油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が
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胆振 ひろおさんぎょう ㈱ヒロオ産業 室蘭市日の出町３丁目５番５号 0143-45-7570 本社電話に同じ H23.7.20 H28.7.19 00100041265 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 ふくこうさんぎょう 福興産業㈱ 福島県伊達郡桑折町字田植１２番地の１ 024-582-6671 本社電話に同じ H23.2.11 H27.10.28 00110002561
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

胆振 ふくしさーびす ㈱ふくしサービス 札幌市中央区北４条東２丁目７番地１ 011-251-3008 0144-55-1628 H25.9.4 H30.8.29 00100006381 燃,汚,ば

胆振 ふくじゅぞうえんどぼく ㈲福寿造園土木 登別市新生町４丁目５０番地５６ 0143-86-2941 本社電話に同じ H26.5.11 H31.5.10 00100148778 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 ふくだゆきお 福田 幸雄 勇払郡むかわ町生田５５３番地 0145-43-2409 本社電話に同じ H23.10.11 H28.8.13 00110042013 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が,ば 有り

胆振 ふじいかつゆき 藤井 勝行 苫小牧市澄川町５丁目１６番４号 0144-67-4821 本社電話に同じ H26.6.2 H31.6.1 00100111234 油,プ,紙,木,金,ゴ,陶

胆振 ふじうんゆ 富士運輸㈱ 室蘭市仲町１６番地 0143-45-5538 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009784 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が,ば

胆振
ふじえさんぎょううん
ゆ

㈲藤江産業運輸 勇払郡厚真町字共和４４１番地１９ 01452-8-2226 本社電話に同じ H25.9.9 H30.9.8 00100007549 燃,汚,プ,紙,金,陶,が,ば,ゴ,木

胆振 ふじけんせつ 富士建設㈱ 室蘭市中央町３丁目５番１３号 0143-22-7115 本社電話に同じ H26.4.12 H31.4.11 00100019161 油,木,鉱,が

胆振 ふじこうえい 不二工営㈱ 伊達市山下町２２１番地 0142-23-2629 本社電話に同じ H22.11.20 H27.11.19 00100005752
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 ふじたぐみ ㈱藤田組 苫小牧市一本松町１４番地４ 0144-55-2545 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.30 00100006390 プ,木,ゴ,金,陶,が,燃,鉱

胆振
ふじたせつびこうぎょ
う

㈱藤田設備工業 登別市登別港町１丁目４番地３１ 0143-83-3154 本社電話に同じ H22.4.21 H27.4.20 00100029765 プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 ふじとらっく 富士トラック㈱ 室蘭市仲町６４番地 0143-44-7411 本社電話に同じ H24.2.28 H29.2.27 00100019016
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば,⑬

胆振
ふじとらんすこーぽ
れーしょん

㈱フジトランスコーポレーショ
ン

愛知県名古屋市港区入船１丁目７番４１
号

052-652-7178 0144-32-6537 H24.1.24 H29.1.23 00100075509
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 ふじとらんすらいなー ㈱フジトランスライナー 愛知県名古屋市港区潮見町３７番地７５ 052-614-6111 0144-33-3983 H24.2.25 H29.2.24 00100076452
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,固

胆振 ふじひろけんせつ ㈲藤広建設 登別市新栄町１番地２０ 0143-88-4712 本社電話に同じ H26.4.9 H31.4.8 00100176778 プ,紙,木,繊,金,陶,鉱,が

胆振 ふじめたる ㈱フジメタル 室蘭市母恋南町４丁目１番９号 0143-23-5029 本社電話に同じ H26.4.22 H31.4.21 00100177114 プ,ゴ,金,陶,が

胆振
へいせいけんざいこう
ぎょう

㈲平成建材工業 苫小牧市字沼ノ端中央２丁目１０番１５号 0144-55-1470 本社電話に同じ H25.7.1 H30.6.30 00100054652
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,
鉱,が,糞,ば

胆振 ほうようこうさん ㈲豊陽興産 白老郡白老町字社台２７７番地１５５ 0144-82-5030 本社電話に同じ H25.5.3 H30.4.25 00100084685 プ,木,金

胆振 ほうわ ㈱豊和 苫小牧市字沼ノ端１０番地２ 0144-56-5307 本社電話に同じ H27.3.13 H32.3.12 00100182268
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,,ゴ,金,陶,
が,鉱,が,ば

胆振 ほくおううんゆ 北旺運輸㈱ 苫小牧市元中野町２丁目１番２９号 0144-34-5121 本社電話に同じ H25.8.25 H30.8.24 00100006402 燃,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が,ば
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胆振 ほくしょううんゆ ほくしょう運輸㈱ 苫小牧市柳町１丁目１番８号 0144-55-3359 本社電話に同じ H22.4.28 H27.4.12 00100068906
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が

胆振 ほくしょうこうぎょう 北昭興業㈱ 白老郡白老町字北吉原１５９番地４ 0144-83-3000 本社電話に同じ H25.8.31 H30.8.23 00100006403
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が

胆振 ほくしょうしげん ㈱北将資源 伊達市網代町５２番地２ 0142-22-0640 本社電話に同じ H26.2.24 H31.2.23 00110108771 プ,紙,木,金,陶,が 有り

胆振
ほくしょうとれーでぃん
ぐ

㈲北湘トレーディング 伊達市舟岡町３５５番地４ 0142-25-1541 本社電話に同じ H25.6.25 H30.6.24 00110054422 プ,金 有り

胆振 ほくしんうんゆ 北振運輸㈱ 苫小牧市新富町１丁目２番２４号 0144-56-0280 本社電話に同じ H26.5.22 H31.5.21 00100110970 プ,ゴ,金,陶

胆振 ほくしんけんせつ 北信建設㈱ 登別市幌別町４丁目１４番地 0143-85-2972 本社電話に同じ H22.12.27 H27.12.26 00100124520 汚,プ,木,金,陶,鉱,が

胆振 ほくしんこうぎょう 北振工業㈱ 虻田郡豊浦町字旭町４８番地の１３ 0142-83-2516 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009234 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 ほくせいこうぎょう ㈲北成興業 伊達市館山町４番地３７ 0142-25-2412 本社電話に同じ H24.2.29 H28.8.30 00100129138
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

胆振
ほくたんぜねらるさー
びす

㈱北炭ゼネラルサービス 札幌市白石区菊水９条３丁目３番６号 011-820-4711 0144-55-9088 H25.8.31 H30.8.30 00100006407
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

胆振 ほくとじゅうき ㈱北都重機 苫小牧市新明町５丁目１番１４号 0144-57-5648 本社電話に同じ H23.1.29 H28.1.28 00100036952 燃,汚,プ,ゴ,金,陶,が,木,ば

胆振 ほくとでんき 北都電機㈱ 札幌市西区発寒１２条１２丁目２番５０号 011-663-7731 本社電話に同じ H27.2.9 H32.2.8 00110020035 酸

胆振 ほくにち ホクニチ㈱ 苫小牧市あけぼの町１丁目１番１３号 0144-55-7361 本社電話に同じ H22.8.2 H27.8.1 00100032409 プ,紙,木,金,陶,が

胆振 ほくほううんゆ 北豊運輸㈱ 苫小牧市字勇払１５７番地 0144-56-0744 0144-56-0744 H25.8.26 H30.8.25 00100004745
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

胆振
ほくようけんせつこう
ぎょう

北洋建設工業㈱ 室蘭市本町２丁目６ー８ 0143-24-6661 本社電話に同じ H23.4.25 H28.4.24 00100039278 汚,プ,木,金,陶,鉱,が

胆振 ほくりゅうけんせつ 北硫建設㈱ 登別市大和町２丁目１９番地３ 0143-85-2001 本社電話に同じ H25.12.25 H30.12.24 00100009222 プ,木,金,陶,が,鉱

胆振 ほっかいさんしょう 北海産商㈱ 苫小牧市字沼ノ端２番地６７ 0144-55-1665 本社電話に同じ H24.2.18 H28.12.1 00100163840
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば,⑬

胆振
ほっかいどううんぱん
き

北海道運搬機㈱ 苫小牧市字勇払１５２番地２４５ 0144-57-8216 本社電話に同じ H23.12.27 H28.12.26 00100163840 プ,ゴ,金

胆振 ほっかいどううんゆ 北海道運輸㈱ 勇払郡厚真町字浜厚真１５０番地 01452-8-3635 本社電話に同じ H25.8.26 H30.8.25 00100006404 燃,汚,陶,が,ば,プ,木

胆振
ほっかいどうえーえす
しー

北海道エー・エス・シー㈱ 苫小牧市新明町５丁目１番４号 0144-55-2555 本社電話に同じ H26.4.19 H31.4.18 00110017319 プ,木,金,陶 有り

胆振
ほっかいどうえこりさ
いくるしすてむず

北海道エコリサイクルシステ
ムズ㈱

苫小牧市字柏原６番２６９ 0144-53-9307 本社電話に同じ H22.10.12 H27.9.6 00100075670 プ,金,陶

胆振
ほっかいどうきょうは
んうんゆ

北海道共販運輸㈱ 札幌市清田区真栄６４６番１ 011-883-1480 本社電話に同じ H24.12.27 H29.12.17 00110101557 汚,油,酸,ア,プ,木,金,陶 有り
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胆振
ほっかいどうくりーん
かいはつかぶ

北海道クリーン開発㈱ 苫小牧市寿町２丁目３番１４号 0144-33-6323 本社電話に同じ H24.7.20 H29.7.19 00100137043 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
ほっかいどうこうわう
んそう

北海道興和運送㈱ 勇払郡むかわ町松風２丁目３０番地 0145-42-5290 本社電話に同じ H23.3.15 H27.7.30 00100155798 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振
ほっかいどうさにっく
すかんきょう

㈱北海道サニックス環境 苫小牧市字勇払２６５番４ 0144-52-2200 本社電話に同じ H24.6.22 H27.5.31 00110154599 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が 有り

胆振
ほっかいどうみやご
りゅうつう

北海道三八五流通㈱ 苫小牧市新明町２丁目７番８号 0144-55-6432 本社電話に同じ H23.5.11 H28.4.13 00100072347 プ,金,陶,

胆振
ほっかいどうりさいくる
せんたー

北海道リサイクルセンター㈱ 苫小牧市字植苗５４番地２ 0144-58-2424 本社電話に同じ H23.8.24 H28.7.17 00110040539
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,ば

有り

胆振 ほっかうんゆ 北貨運輸㈱ 室蘭市仲町１２番地 0143-44-3366 本社電話に同じ H25.12.28 H30.12.27 00100013072
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
鉱,が,ば

胆振 ほっこうさんぎょう ㈲北高産業 勇払郡むかわ町汐見４０８番地３ 0145-42-4120 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.21 00100173607 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,ば

胆振 ほっこうじゅうけん 北幸重建㈱ 苫小牧市字柏原６番８０ 0144-55-3628 本社電話に同じ H23.3.29 H28.3.2 00100125774 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振
ほっこーけんせつうん
ゆ

ホッコー建設運輸㈱ 虻田郡洞爺湖町入江６４番地の１９ 0142-76-3418 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00110009240
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体,ば

有り

胆振 ほべつうんゆ ㈱ホベツ運輸 苫小牧市新明町１丁目２番５号 0144-55-2550 本社電話に同じ H26.5.15 H31.5.14 00100177302 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 ほりえせきざいどぼく ㈲堀江石材土木 登別市登別東町１丁目１７番地１２ 0143-83-2627 本社電話に同じ H23.3.3 H28.3.2 00100125845 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 まきぞうえん ㈲牧造園 室蘭市高砂町４丁目１３番１９号 0143-44-4430 本社電話に同じ H24.11.14 H29.11.13 00100169246 木,陶,が

胆振 まつざきしょうじ ㈲松崎商事 白老郡白老町字竹浦２０７番地６ 0144-87-3273 本社電話に同じ H25.8.26 H30.8.25 00100006398 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 まつしたしょうてん ㈲松下商店 伊達市舟岡町１７０番地５９ 0142-23-6989 本社電話に同じ H26.11.15 H31.11.14 00100025471 油,プ,木,金,陶,が

胆振
まるこうすずきけんせ
つこうぎょう

丸幸鈴木建設工業㈱ 白老郡白老町字社台５３番地１ 0144-82-4798 本社電話に同じ H25.8.20 H30.8.19 00100144101 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 まるさんけんせつ ㈱丸三建設 室蘭市宮の森町２丁目１０６番地 0143-44-2454 本社電話に同じ H25.12.24 H30.12.23 00100013073 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 まるさんこうぎょう ㈱丸三興業 苫小牧市字糸井１５０番地４７ 0144-74-4224 本社電話に同じ H24.7.19 H29.7.18 00100097417
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 まるしげきよかわ ㈲丸重清川 勇払郡むかわ町穂別平丘６４番地１１ 0145-46-6200 本社電話に同じ H26.1.19 H31.1.18 00100108912 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 まるしめおぬき ㈱マルシメおぬき 伊達市長和町６９３番地２ 0142-23-2694 本社電話に同じ H24.2.23 H29.2.22 00100164727 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 まるしょう ㈲丸商 室蘭市舟見町１丁目１番１０号 0143-22-6165 本社電話に同じ H24.7.28 H29.7.27 00100167528 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
まるしょうたむらけん
せつ

㈲丸勝田村建設 登別市緑町２丁目８番地１２２ 0143-81-2111 本社電話に同じ H22.9.4 H27.9.3 00100156436 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が
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胆振
まるしょうほっかいそ
うぎょう

㈲丸正北海総業 札幌市東区北３２条東６丁目２番２６号 011-753-4913 本社電話に同じ H26.6.3 H31.6.2 00110018644 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

胆振 まるしんうんゆ ㈱まるしん運輸 苫小牧市船見町２丁目７番１号 0144-34-5891 本社電話に同じ H24.8.21 H29.8.20 00100167667
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

胆振
まるたかしょうえいけ
んせつ

㈲丸高翔永建設 苫小牧市啓北町１丁目９番２２号 0144-72-3822 本社電話に同じ H22.4.1 H27.3.31 00100065101 が

胆振
まるたかたかのけん
せつ

㈲マル高高野建設 室蘭市八丁平２丁目２６番３号 0143-47-9531 本社電話に同じ H25.11.12 H30.11.11 00100145663 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 まるとら ㈱マルトラ 白老郡白老町字白老７８６番地 0144-82-2341 本社電話に同じ H24.9.11 H29.9.10 00100056094
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,
ば,⑬

胆振 まるぬましょうじ ㈱マルヌマ商事 登別市幸町４丁目９番地２ 0143-83-4071 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00100178993 燃,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 まるはくのざわぐみ ㈱丸博野沢組 勇払郡厚真町新町１５５番地 0145-27-2131 本社電話に同じ H25.6.25 H30.6.24 00100054545 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振
まるひこわたなべけん
せつ

丸彦渡辺建設㈱ 札幌市豊平区豊平６条６丁目５番８号 011-811-8121 0144-74-0932 H26.7.5 H31.6.13 00100017990 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

胆振 まるふくしょううん ㈲丸福商運 登別市幸町３丁目１６番地４ 0143-85-0377 本社電話に同じ H26.8.11 H31.8.10 00100113187 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,⑬

胆振
まるみずささきこうぎょ
う

㈱丸瑞佐々木興業 室蘭市海岸町２丁目４番１４号 0143-83-5811 本社電話に同じ H26.9.2 H31.8.11 00100113188
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

胆振
まるりょうじどうしゃう
んそう

丸両自動車運送㈱ 静岡県静岡市清水区横砂西町１０番６号 054-366-1312 本社電話に同じ H27.1.6 H32.1.5 00100002267 燃,汚,油,酸,ア,プ,残,金,陶,鉱,ば

胆振 みうらぞうえん 三浦造園㈱ 苫小牧市桜木町２丁目２４番１２号 0144-74-0609 本社電話に同じ H22.5.11 H27.5.10 00100118015 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 みかわ ㈱三川 室蘭市日の出町２丁目１８番２号 0143-46-4006 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009224 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 みずのれんぺい 水野　練平
白老郡白老町東町２丁目２番８－１０４号
川村アパート

0144-82-6940 本社電話に同じ H26.8.9 H31.8.8 00100178704
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

胆振 みずほりぐみ ㈱水堀組 苫小牧市汐見町３丁目６番２２号 0144-35-3838 本社電話に同じ H25.8.25 H30.8.24 00100006392 汚,油,プ,木,金,陶,が

胆振 みずもとけんせつ ㈲水元建設 室蘭市輪西町１丁目３２番１４号 0143-47-8019 本社電話に同じ H24.4.18 H29.4.17 00100079064 プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振
みつばこうえいきぎょ
う

㈱ミツバ公営企業
釧路市北大通１２丁目１番地の１４　ビケ
ンワークビル

0144-83-3101 本社電話に同じ H22.5.7 H27.5.6 00100006460
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば,⑬

胆振 みなとうんそう みなと運送㈱ 茨城県神栖市知手中央１０丁目７番４３ 0299-96-1151 本社電話に同じ H24.2.28 H29.2.27 00100000681 陶

胆振 みなとこうぎょう ㈲湊工業 室蘭市中島町３丁目７番１２号 0143-45-7188 本社電話に同じ H24.6.22 H29.6.13 00100085202 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 むかわうんゆ ムカワ運輸㈱ 苫小牧市新明町５丁目１番２号 0144-53-6800 本社電話に同じ H25.8.25 H30.8.24 00100006406 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

胆振 むかわえいせいしゃ ㈲鵡川衛生社 勇払郡むかわ町大成１丁目１３番地 01454-2-2120 本社電話に同じ H25.8.18 H30.8.17 00100006405
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば
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胆振 むろみつ ㈱室光 室蘭市高砂町５丁目２０番８号 0143-44-4991 本社電話に同じ H24.6.27 H29.6.26 00110134547 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

胆振 むろらんうんそう 室蘭運送㈱ 室蘭市茶津町４番地 0143-22-3950 本社電話に同じ H26.5.23 H31.5.22 00100006078
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,ゴ,金,陶,鉱,が,
ば,⑬

胆振
むろらんかいりくつうう
ん

室蘭海陸通運㈱ 室蘭市海岸町１丁目５８番５ 0143-24-1511 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009239
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば

胆振
むろらんくりーんさー
びす

㈱室蘭クリーンサービス 室蘭市港北町３丁目３番１５号 0143-55-5012 本社電話に同じ H23.7.26 H28.7.25 00100041468
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が,
糞,ば

胆振 むろらんせいそう 室蘭清掃㈱ 室蘭市日の出町２丁目１番１５号 0143-47-5350 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100009228
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,体,ば

胆振 めいほうこうけん ㈲明萌工建 室蘭市幌萌町１６５番地１ 0143-55-8780 本社電話に同じ H25.10.13 H30.10.12 00100008629 燃,汚,油,酸,ア,プ,木,金,陶,が,ば

胆振 もえうんゆ ㈱萠運輸 苫小牧市拓勇西町７丁目６番３号 0144-51-3200 本社電話に同じ H24.11.7 H29.11.6 00100169057 汚,油,酸,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 もりぐみこうぎょう ㈲森組興業 室蘭市新富町１丁目９番７号 0143-23-2865 本社電話に同じ H23.2.1 H28.1.31 00100124521 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 やすだこうぎょう ㈲安田興業 虻田郡豊浦町字浜町６２番地の１ 0142-83-2697 本社電話に同じ H26.5.29 H31.1.27 00100058634 燃,汚,油,酸,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

胆振 やすだこうぎょう ㈲安田工業 勇払郡むかわ町穂別和泉８９番地の２ 0145-45-2440 本社電話に同じ H27.3.16 H32.3.15 00100153827 汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 やなぎじゅうき ㈲柳重機 登別市柏木町３丁目１７番地７ 0143-85-9261 本社電話に同じ H24.5.12 H29.5.11 00100166026 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 やなぎまちけんせつ 柳町建設㈱ 登別市富岸町２丁目２８番地１８ 0143-87-1117 本社電話に同じ H26.3.31 H31.3.30 00100108913 プ,紙,木,金,が

胆振 やまかねこうぎょう ㈲ヤマカネ工業 苫小牧市字沼の端１８番地１２６ 0144-55-4179 本社電話に同じ H25.6.24 H30.6.23 00100054361 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

胆振 やまけんにやく ㈱山建荷役 苫小牧市新明町４丁目５番１６号 0144-55-3350 本社電話に同じ H24.9.28 H29.9.25 00100137928
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,陶,鉱,
が,ば

胆振 やまださんぎょう ㈲山田産業 登別市新生町２丁目１１番地７ 0143-86-2200 本社電話に同じ H25.7.20 H30.7.19 00100006083 プ,木,ゴ,金,陶,が

胆振 やまたにこうぎょう ㈲山谷興業 苫小牧市三光町３丁目９番４号 0144-36-5018 本社電話に同じ H23.10.29 H28.10.23 00100076186 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 やまとこうぎょう 大和工業㈱ 室蘭市輪西町１丁目４番８号 0143-44-2664 本社電話に同じ H23.7.4 H28.7.3 00100017093 燃,汚,油,プ,紙,木,金,陶,が,ば

胆振
やまもとじょうかこう
ぎょう

山本浄化興業㈱ 苫小牧市東開町３丁目１８番３２号 0144-55-6688 本社電話に同じ H26.4.18 H31.4.5 00100016654
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
鉱,が,糞,ば

胆振 やまもとしょうてん ㈱山本商店 苫小牧市美園町１丁目４番２号 0144-34-9763 本社電話に同じ H26.3.3 H31.3.2 00100147550 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 やまもとまさひさ 山本 芳久 苫小牧市字植苗７３番地の７３ 0144-58-2645 本社電話に同じ H23.1.18 H28.1.17 00100014935
燃,汚,プ,紙,木,繊,固,ゴ,金,陶,鉱,が,
糞,体,ば

胆振 ゆあさろじてっく ㈱ユアサロジテック 大阪府高槻市庄所町９番１５号 072-674-5151 本社電話に同じ H26.12.11 H31.12.1 00100017035 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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胆振 ゆうきのさと ㈲ゆうきの里 勇払郡厚真町字高丘１８２番地４０ 0145-29-5501 本社電話に同じ H26.10.8 H31.10.7 00100112877 汚,残,糞

胆振
よこやまじゅうきけん
せつ

横山重機建設㈱ 伊達市大滝区優徳町１１７番地２ 0142-68-6566 本社電話に同じ H26.6.3 H31.6.2 00100017400 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,糞

胆振 よしかわこうぎょう 吉川工業㈱
福岡県北九州市八幡東区尾倉２丁目１
番２号

093-671-8626 0143-46-3231 H25.10.13 H30.10.12 00100009231 燃,汚,油,プ,紙,木,金,陶,鉱,が,ば,⑬

胆振 よしださんぎょう ㈲吉田産業 白老郡白老町字石山１１８番地１ 0144-84-2331 本社電話に同じ H27.1.9 H32.1.5 00100115853 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 よしだせきざい 吉田石材㈱ 伊達市竹原町７７番地３７ 0142-23-0761 本社電話に同じ H24.3.17 H29.3.16 00100132657 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

胆振 よしたにこうぎょう 吉谷工業㈱ 白老郡白老町川沿４丁目４番７号 0144-82-5617 本社電話に同じ H22.8.27 H27.8.26 00100121101 木,ゴ,陶,が

胆振 よしだみつお 吉田 光夫 苫小牧市柏木町１丁目２２番１６号 0144-73-1531 本社電話に同じ H23.5.22 H28.5.21 00100127613 汚,油,プ,紙,金

胆振 りょくかけんせつ 緑花建設㈱ 苫小牧市有珠の沢町７丁目８番２号 0144-72-4047 本社電話に同じ H22.12.3 H27.11.7 00100122741 プ,木,金,が

胆振 れんてっく ㈱レンテック 苫小牧市柳町１丁目２番１２号 0144-57-6100 本社電話に同じ H24.10.1 H29.9.30 00100062401 汚,紙,木,金,陶,が

胆振 わかさぐみ ㈱若佐組 室蘭市大沢町２丁目２１番１１号 0143-46-1628 本社電話に同じ H23.11.2 H28.11.1 00100162766 燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

胆振 わこう ㈲和光 苫小牧市字植苗１３１番地１２０ 0144-58-3822 本社電話に同じ H26.4.27 H31.4.26 00100060730 プ,ゴ,金

胆振
わたなべたいやしょう
かい

㈲渡辺タイヤ商会 伊達市梅本町４番地４１ 0142-23-2444 本社電話に同じ H23.9.15 H28.9.14 00110161991 プ,金 有り
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