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釧路 あーすてくの ㈱アーステクノ 釧路市星が浦南３丁目４番１０号 0154-51-0207 本社電話に同じ H27.2.14 H32.2.13 00110181790 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶 有り

釧路
あおきぶろっくこうぎょ
う

㈱青木ブロック工業 釧路郡釧路町遠矢３丁目２７番地 0154-40-3150 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.20 00100178934 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路
あおやまはうすこう
ぎょう

㈲青山ハウス工業 釧路市愛国西２丁目１７番１４号 0154-37-7526 0154-37-8526 H25.8.30 H30.8.29 00100173218 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 あかいしけんせつ 赤石建設㈱ 厚岸郡浜中町浜中桜北１９番地 0153-64-2231 本社電話に同じ H24.4.17 H29.4.16 00100047299 汚,プ,木,金,陶,が

釧路 あかさかけんせつ 赤坂建設㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線西３番地 015-486-2109 本社電話に同じ H26.4.3 H31.4.2 00100176905 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
あかんきょうりつどけ
ん

阿寒共立土建㈱ 釧路市鳥取南６丁目１番１８号 0154-51-2711 本社電話に同じ H24.5.29 H29.5.28 00100135657
油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が,糞,体

釧路 あかんくりーんしゃ ㈲阿寒クリーン社 釧路市阿寒町下舌辛１１線５１番地１１ 0154-66-2859 本社電話に同じ H26.10.1 H31.9.30 00110114065
汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,金,陶,が,糞,
体

有り

釧路 あくとうんゆ アクト運輸㈱ 釧路市文苑１丁目３３番７号 0154-40-5258 本社電話に同じ H24.10.5 H29.10.4 00100050330
燃,油,酸,ア,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,
が,ば

釧路 あさひごむこうぎょう 旭ゴム工業㈱ 釧路市鳥取大通５丁目１６番１４号 0154-51-2603 本社電話に同じ H24.5.3 H29.5.2 00100165659 プ,紙,木,ゴ,金

釧路 あずまうんゆ 東運輸㈱ 釧路市材木町１４番３０号 0154-41-2118 0154-62-2235 H26.6.14 H31.6.13 00100019048 プ,木,ゴ,金,陶,が

釧路 あっけしせいそうしゃ ㈲厚岸清掃社 厚岸郡厚岸町白浜４丁目１１番地 0153-52-4574 本社電話に同じ H22.8.7 H27.8.6 00110004494
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

釧路
あっけしだいいちうん
ゆ

厚岸第一運輸㈱ 厚岸郡厚岸町真栄２丁目２０８番地 0153-53-3631 本社電話に同じ H26.3.30 H31.3.29 00100007543
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ｺﾞ,金,陶,鉱,が,
糞,体

釧路 あっけしとらっく 厚岸トラック㈱ 厚岸郡厚岸町真栄２丁目２５６番地 0153-52-2135 本社電話に同じ H23.12.29 H28.12.28 00100044872 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

釧路 あとむどけん アトム土建㈱ 釧路市新釧路町１４番１号 0154-22-8987 本社電話に同じ H22.5.7 H27.4.21 00100118014 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 あべしょうてん ㈱あべ商店 釧路郡釧路町鳥通東１丁目２４番地 0154-40-1710 本社電話に同じ H25.11.28 H30.11.27 00100145939 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

釧路 あまのしげき 天野 茂樹 釧路市浪花町１０丁目２番地 0154-22-7009 本社電話に同じ H25.9.21 H30.9.11 00100007544 酸,ア,プ

釧路
あらいかもつじどう
しゃ

荒井貨物自動車㈲ 川上郡標茶町平和９丁目５番地 015-485-2037 本社電話に同じ H22.5.1 H27.4.30 00110069280
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,が,糞,ば

有り

釧路 ありたしょうてん ㈱有田商店 釧路市入江町１番８号 0154-22-2354 0154-52-3240 H25.9.14 H30.8.25 00110007783 油,酸,ア,プ,紙,木,金,陶,が 有り

釧路 いいづかさんぎょう ㈱飯塚産業 釧路郡釧路町国誉５丁目３番地１ 0154-36-4570 本社電話に同じ H23.5.20 H28.5.19 00100039645 プ,紙,木,繊,陶,が

釧路 いざわこうぎょう ㈱井澤興業 釧路市愛国１９１番地３３１５ 0154-36-7956 本社電話に同じ H23.8.27 H28.8.26 00100041952 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 いしばしくみ ㈲石橋組 厚岸郡浜中町丸山散布２丁目６３番地 0153-67-2131 本社電話に同じ H24.7.20 H29.7.19 00100041477 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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釧路
いずみしゃりょうゆそ
う

泉車輌輸送㈱ 釧路市鳥取南６丁目２番２２号 0154-51-5181

0144-55-5626
0166-47-9036
011-871-5801
0138-49-5803
0155-38-8838

H26.6.20 H31.6.1 00100110967 油,酸,ア,プ,ゴ,金,陶

釧路 いとうこうぎょう 伊藤工業㈱ 釧路市寿１丁目４番１４号 0154-24-0461 本社電話に同じ H24.3.7 H29.3.6 00100165247 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 いとうしょうてん ㈲伊藤商店 釧路市星が浦南２丁目１番３３号 0154-52-3335
0154-42-6355
0154-52-3335

H23.3.16 H28.3.15 00100123185 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 いまいけんせつ ㈱今井建設 厚岸郡浜中町浜中桜南１０３番地 0153-64-2717 本社電話に同じ H25.11.13 H30.10.29 00100056601 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 うえだぐみ ㈱上田組 標津郡標津町字川北９６番地５ 0153-85-2221 本社電話に同じ H22.9.4 H27.9.3 00100072053 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

釧路 うすいさんぎょう ㈲臼井産業 釧路郡釧路町字トリトウシ２４番１ 0154-40-2666 本社電話に同じ H23.7.5 H28.7.3 00100128746 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 うめださんぎょう 梅田産業㈲ 釧路市音別町本町２丁目７３番地 01547-6-2273 本社電話に同じ H23.4.15 H28.4.14 00100039049 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 えいだいこうぎょう 永大工業㈱ 釧路郡釧路町木場３丁目１番地１ 0154-37-5541 本社電話に同じ H22.6.26 H27.6.25 00100155329 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 えいわさーびす ㈱栄和サービス 釧路市知人町３番１８号 0154-92-1110 本社電話に同じ H23.7.1 H28.6.30 00110031588 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

釧路 えーあしすと ㈲エー・アシスト 釧路市興津５丁目２７番５号 0154-91-5929 本社電話に同じ H24.10.16 H29.10.15 00100138517 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 えーえるてぃしー ㈱Ａ．Ｌ．Ｔ．Ｃ 厚岸郡浜中町浜中桜北１９番地 0153-64-2231 本社電話に同じ H25.2.16 H30.2.15 00100170713 汚,プ,木,金,陶,が

釧路
えーしーえるぶつりゅ
うほっかいどう

㈱エーシーエル物流北海道 釧路市星が浦大通４丁目１－３７ 011-271-8422 0154-38-5005 H26.3.25 H31.1.20 00100108840 汚,酸,ア,プ,残

釧路 えこくしろ ＥＣＯくしろ㈱ 釧路市新釧路町１４番１号 0154-32-1111 本社電話に同じ H26.5.19 H31.5.18 00100148796 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 えこてっく ㈱エコテック 白糠郡白糠町庶路基線５番地 01547-5-2525
01547-5-3138
0154-51-3767
01537-2-0779

H27.2.27 H32.2.26 00100028721
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,
金,陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

釧路 えんばーりそーと ㈱エンバーリソート 釧路市愛国西４丁目３番１４号 0154-65-6617 本社電話に同じ H25.7.20 H30.7.19 00100173029 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 おいかわまこと 及川　實 釧路市芦野２丁目７番１９号 0154-36-8818 本社電話に同じ H24.10.18 H29.10.17 00100168624 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 おおくぼうんゆ ㈱大久保運輸 釧路市新富士町５丁目３番１３号 0154-54-3601 本社電話に同じ H24.11.12 H29.11.11 00100100045 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 おおくらこうぎょう 大倉工業㈱ 釧路市光陽町６番６号 0154-24-5176 本社電話に同じ H27.3.3 H32.3.2 00100182187 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
おおまえぎけんこう
ぎょう

㈱大前技建工業 白糠郡白糠町東２条北８丁目１番地４ 01547-2-2567 本社電話に同じ H23.12.23 H28.12.20 00100132398 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 おおまえすすむ 大前　進 釧路市音別町本町１丁目１９番地 0154-76-2534 本社電話に同じ H25.6.5 H30.6.4 00110172322 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

釧路 おかむらうんゆ 岡村運輸㈱ 川上郡標茶町字熊牛原野１５線西１番地 015-486-2359 本社電話に同じ H22.7.7 H27.6.12 00100031220 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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釧路 おぐらさわこ 小椋 佐和子 釧路市中鶴野３５番１１号 0154-51-7254 0154-51-7254 H25.4.15 H30.4.14 00100141855 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路
おざきぎけんこうぎょ
う

㈲尾崎技研工業 釧路市愛国東３丁目７番１１号 0154-37-1011 本社電話に同じ H23.2.5 H28.2.4 00100019047
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,ば

釧路 おのぶろっくこうぎょう ㈲小野ブロック工業 釧路郡釧路町河畔９丁目６１番地 0154-40-2885 本社電話に同じ H24.8.7 H29.8.6 00100124946 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 おんべつえいせい 音別衛生㈲ 釧路市音別町川東１丁目１８０番地 01547-6-3670 本社電話に同じ H23.4.7 H28.4.6 00110075842
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,
金,陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

釧路 かーしょっぷおもて ㈲カーショップオモテ 釧路市星が浦大通５丁目４番３号 0154-51-2039 0154-53-4649 H26.7.31 H31.6.29 00110112564 油,プ,木,繊,金,陶 有り

釧路
かいせいけんせつこ
うぎょう

開成建設工業㈱ 川上郡弟子屈町字南弟子屈本通３番地 015-482-1313 本社電話に同じ H22.7.20 H27.7.19 00100032233 汚,プ,木,金,陶,が

釧路 かいそう ㈱カイソウ 釧路市昭和南４丁目２４番６号 0154-51-8353 本社電話に同じ H26.11.19 H31.11.10 00100151612 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 かさいしょうてん ㈲葛西商店 釧路市浪花町８丁目７番地 0154-22-9264 本社電話に同じ H23.11.17 H28.10.29 00100080839 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 かしまじゅうき ㈲鹿島重機 釧路市鶴野東５丁目１１番６号 0154-51-9025 本社電話に同じ H25.12.27 H30.12.26 00100108271 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

釧路 かすがけんせつ ㈱春日建設 釧路市愛国西２丁目１８番５号 0154-37-4567 本社電話に同じ H24.11.28 H29.11.27 00100085832 プ,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 かつらこうさん 桂工産㈱ 釧路市昭和中央１丁目３７番１０号 0154-51-9513 本社電話に同じ H22.12.10 H27.12.9 00100157581 木,が

釧路 かつらだこうむてん ㈲桂田工務店 釧路郡釧路町中央２丁目３６番４ 0154-40-1041 本社電話に同じ H26.8.29 H31.8.28 00100179004 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路
かねなかなかがわて
つこうじょ

㈱兼中中川鉄工所 白糠郡白糠町庶路基線３番地２６ 01547-5-2326 本社電話に同じ H26.8.21 H31.8.21 00100178836 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路
かみでせきざいこう
ぎょう

㈲上出石材工業 釧路市文苑２丁目４７番１１号 0154-36-5507 本社電話に同じ H25.6.13 H30.6.12 00100053252 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 かわかみさんぎょう ㈲川上産業 厚岸郡厚岸町糸魚沢１６番地 0153-55-9220 本社電話に同じ H23.7.2 H28.7.1 00100160881 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 かわしょう ㈲カワショウ 釧路市若草町１４番１４号 0154-23-6460 本社電話に同じ H26.9.12 H31.9.11 00100150883 プ,紙,木,繊,金,陶,が,残

釧路 かんきょうてくのす ㈱環境テクノス 釧路市白金町１９番８号 0154-24-3171
011-789-5171
0155-48-8858

H26.4.20 H31.4.19 00100016655
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

釧路 きたけんうんゆ ㈱北建運輸 釧路市鳥取大通８丁目８番２７号 0154-55-3640 本社電話に同じ H25.7.9 H30.6.27 00100142974 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 きたじまどけん ㈱北島土建 釧路市桜ヶ岡１丁目３番８号 0154-91-5527 本社電話に同じ H24.8.21 H29.8.20 00100167873 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 きたはらしょうかい ㈲北原商会
釧路郡釧路町字別保原野南２５線４５番
１

0154-40-2600 本社電話に同じ H26.1.24 H30.12.17 00110057892 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

釧路 きむらぐみ ㈲木村組 釧路市桜ヶ岡７丁目１１番２２号１６ 0154-91-9809 本社電話に同じ H26.7.18 H31.7.17 00100149712 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 きむらこうむてん ㈱木村工務店 釧路市大楽毛南３丁目１番６号 0154-57-8757 本社電話に同じ H22.7.10 H27.7.9 00100031922 燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば
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釧路
きょうしんけんせつう
んゆ

㈲共進建設運輸 釧路市星が浦南１丁目６番５号 0154-51-0018 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.19 00100044873 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,糞

釧路 きょうつうくうゆ ㈲共通空輸 釧路市海運１丁目２番１６号 0154-24-3666 本社電話に同じ H26.5.29 H31.4.8 00110004218
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,
が,糞

有り

釧路 きょうりつ ㈱共立 釧路市松浦町１１番３号 0154-22-0808 本社電話に同じ H26.9.14 H31.9.13 00110113323
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,
金,陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

釧路 きょうわそうぎょう ㈲協和総業 白糠郡白糠町東２条北１丁目２番地３９ 01547-6-0666 本社電話に同じ H27.3.6 H32.3.5 00100182316 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
きょうわでんきこうぎょ
う

㈱共和電気工業 釧路郡釧路町桂木３丁目１３番地１ 0154-37-5099 本社電話に同じ H25.9.11 H30.9.10 00100173735
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,
鉱,が

釧路 きょうわとらっく 協和トラック㈱ 釧路市星が浦南２丁目５番１１号 0154-52-2831 本社電話に同じ H26.12.8 H31.12.7 00100115367 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
きりたっぷせいそう
しゃ

㈲霧多布清掃社
厚岸郡浜中町霧多布西１条２丁目６８番
地

0153-62-2614 0153-62-2301 H23.4.6 H28.3.14 00100038169
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,
金,陶,が,糞,体,ば

釧路
くしろあっそうきょう
ぎょう

釧路圧送興業㈲ 釧路市星が浦北３丁目３番３６号 0154-51-6966 本社電話に同じ H24.9.16 H29.9.15 00100050244 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

釧路 くしろえいせい 釧路衛星㈱ 釧路郡釧路町中央３丁目５０番地 0154-40-3232 本社電話に同じ H22.8.2 H27.8.1 00100004833
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,
が,糞

釧路
くしろえぬぴーさぽー
と

釧路エヌピーサポート㈱ 釧路市鳥取南２丁目１番４７号 0154-51-0107 本社電話に同じ H26.6.23 H31.6.22 00100019964 燃,汚,木,が,ば

釧路 くしろおーとりさいくる 釧路オートリサイクル㈱ 釧路市新野２４番地１０８４ 0154-57-3718 本社電話に同じ H27.2.20 H32.1.27 00110116266 プ,陶 有り

釧路 くしろかもつじどうしゃ 釧路貨物自動車㈱ 釧路郡釧路町中央１丁目１８番地 0154-40-2201 本社電話に同じ H24.9.21 H29.8.27 00110049135 汚,油,酸,ア,プ,木,ゴ,金,陶,が,糞 有り

釧路
くしろぐりーんめんて
なんす

㈱釧路グリーンメンテナンス 釧路市星が浦南３丁目３番１２号 0154-51-2377 本社電話に同じ H26.6.21 H31.6.13 00100019737 汚

釧路 くしろこうせいしゃ ㈱釧路厚生社 釧路市新野４１番地の１ 0154-40-2983 本社電話に同じ H22.5.19 H27.5.18 00100005115
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば

釧路
くしろじゅうたくせつび
さーびす

㈱釧路住宅設備サービス 釧路市貝塚４丁目７番５号 0154-65-9942 本社電話に同じ H24.3.10 H29.3.9 00100165250 プ,紙,木,金,陶

釧路 くしろりくうん 釧路陸運㈱ 釧路市西港２丁目１０１番地１１ 0154-53-8061 本社電話に同じ H26.8.3 H31.8.2 00100112766 酸,ア

釧路 くぼたしょうてん ㈲久保田商店 釧路市愛国東２丁目５３番７号 0154-37-5914 本社電話に同じ H24.12.8 H29.12.7 00100098194 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶

釧路 くめこうぎょう 久米工業㈱ 釧路市春採５丁目４番１０号 0154-42-6616 0154-36-9929 H23.10.22 H28.10.20 00100131064 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 けんせつあんかー ㈲建設アンカー 釧路市昭和中央２丁目１番１号 0154-53-4211 本社電話に同じ H24.8.11 H29.8.10 00100049806 プ,木,ゴ,金,陶,が

釧路 けんそうしゃ ㈱建装社 釧路市新栄町１番地１５ 0154-24-4153 本社電話に同じ H25.7.4 H30.7.3 00100172629 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 こうえいうんゆ ㈲幸永運輸 釧路市大楽毛５丁目７番３号 0154-57-2777
0154-57-2728
0154-66-3262
01548-5-4505

H26.6.14 H31.6.13 00100019965
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,
体,ば

釧路
こうえいわたなべけん
せつ

㈲幸栄渡辺建設 釧路市武佐３丁目７番１号 0154-46-5173 本社電話に同じ H22.6.2 H27.6.1 00100073404 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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釧路 こうきこうぎょう ㈲光輝工業 釧路市鳥取大通７丁目９番２３号 0154-53-7717 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.5 00100105260 汚,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 こうじゅうけんそう ㈲興住建装 釧路市喜多町１０番３８号 0154-24-4810 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100139817 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 こうのうんゆ 河野運輸㈲ 釧路郡釧路町中央６丁目１０番 0154-40-4050 本社電話に同じ H26.7.11 H31.6.28 00100019238 汚,木,陶,が

釧路 こうよう ㈱光陽 釧路市新野２４番１０７４ 0154-57-6363 本社電話に同じ H27.3.31 H32.3.30 00100117616 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 こうようけんせつ ㈱コウヨウ建設 川上郡弟子屈町美里４丁目１１番１８号 015-482-2448 本社電話に同じ H25.8.21 H30.8.20 00100144124 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

釧路 こーうん コーウン㈲ 釧路市阿寒町布伏内２２線北５４番地３４ 0154-69-3356 本社電話に同じ H23.3.9 H28.3.8 00100126014 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 こーせーうんゆ ㈲コーセー運輸 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１１７８ 01547-5-4001 本社電話に同じ H24.7.31 H29.7.30 00100167633
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,金,
陶,が,糞,体,ば

釧路 こーわくりえーと ㈲コーワクリエート 釧路市昭和南５丁目２７番１０号 0154-51-8304 本社電話に同じ H22.11.18 H27.10.23 00100122544 プ,木,金,陶,が

釧路 こーわこうけん ㈱コーワ工建 釧路市星が浦大通３丁目７番１４号 0154-52-6621 本社電話に同じ H26.1.8 H31.1.7 00100108354 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 こばやしふみえ 小林　富美枝 釧路市大町７丁目２番１２号 0154-41-1227 本社電話に同じ H27.3.13 H32.3.12 00110182551 プ,金,陶 有り

釧路
こわたりたいやさーび
す

㈲小渡タイヤサービス 川上郡標茶町旭４丁目７番４号 015-485-2803 本社電話に同じ H26.6.4 H31.5.18 00100061286 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

釧路
こんどうとうけんせつ
こうぎょう

㈱今道東建設工業 川上郡弟子屈町桜丘２丁目６番２２号 015-482-2095 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100139818 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 さいとうぐみ ㈲齋藤組 釧路市白樺台４丁目９番５号 0154-91-7060 0154-40-4645 H26.4.28 H31.4.27 00100053897 紙,木,繊,金,陶,が

釧路
さいとうどけんこうぎょ
う

㈲斉藤土建興業
白糠郡白糠町西庶路西２条南２丁目６番
地２

01547-5-3769 本社電話に同じ H27.3.11 H32.3.10 00100062763 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

釧路 さかいけんせつ ㈲境建設 釧路市芦野５丁目１７番６号 0154-36-3777 0154-40-4372 H26.1.8 H31.1.7 00100108453 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 ささきでんせつ ささき電設㈱ 川上郡標茶町開運７丁目６５番地 015-485-3161 本社電話に同じ H24.3.23 H29.3.22 00100165251 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
さとうけんせつこう
ぎょう

㈱佐藤建設工業 川上郡弟子屈町高栄２丁目９番１２号 015-482-2357 本社電話に同じ H25.9.30 H30.9.29 00100055748 汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

釧路 さとうのりあき 佐藤　矩明 釧路市白樺台４丁目３番２号 080-5722-7545 本社電話に同じ H25.10.25 H30.10.24 00100174431 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 さんせんうんゆ 三扇運輸㈱ 釧路市鳥取南５丁目１２番５号 0154-61-5151 0154-52-0111 H25.2.7 H30.1.26 00100052104 燃,汚,プ,木,残,ゴ,金,陶,ば

釧路 さんぽううんゆ 三宝運輸㈱ 釧路市鳥取南６丁目２番１９号 0154-51-2847
0155-62-6248
0144-55-6175
0162-82-2595

H22.6.26 H27.6.25 00100111393 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,残,金,陶,が

釧路 さんみやしょうかい ㈱三宮商会 釧路市大楽毛４丁目１３番７号 0154-57-8806 本社電話に同じ H23.11.27 H28.11.26 00100042964
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,ば

釧路
しげんさいせいかい
はつ

資源再生開発㈱ 釧路市白金町２２番７号 0154-65-7049 本社電話に同じ H26.11.6 H31.11.5 00110180537 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り
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釧路 しすてむ ㈱システム 釧路市新富士町４丁目３番１０号 0154-53-3301 本社電話に同じ H24.3.10 H29.3.9 00100165249 プ,ゴ,金,陶

釧路 したかわらさんぎょう 舌川原産業㈲
釧路市阿寒町阿寒湖温泉５丁目５番１１
号

0154-67-2906 本社電話に同じ H22.8.23 H27.8.22 00110121102 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が 有り

釧路 しびるわーく シビルワーク 釧路市愛国西２丁目８番１０号 0154-38-5501 本社電話に同じ H24.8.23 H29.8.22 00100137461 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 しべちゃえいせいしゃ ㈲標茶衛生社 川上郡標茶町平和２丁目４０番地 015-485-2227 本社電話に同じ H23.6.1 H28.5.31 00110052819
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,鉱,が,糞,体,ば

有り

釧路 しみずわーくす ㈲シミズワークス 釧路市新富士町５丁目３番２８号 0154-41-4514 0154-54-0630 H25.8.7 H30.8.6 00110173062 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

釧路 しょううん ㈱翔運 釧路市大楽毛１丁目１番２５ 0154-65-5010 本社電話に同じ H27.2.4 H32.2.3 00100153257
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,
金,陶,鉱,が,糞,体,ば

釧路 しょうさんうんゆ 松産運輸㈱ 白糠郡白糠町茶路基線１９番地６ 01547-2-5152 本社電話に同じ H22.7.9 H27.6.26 00100031587 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 しょうわうんゆ 昭和運輸㈱ 釧路郡釧路町中央２丁目１番地 0154-40-2717 本社電話に同じ H26.6.14 H31.6.13 00100017316 紙,木,繊,金,陶,が

釧路 しんこんかいはつ 新根開発㈱ 川上郡標茶町平和８丁目６番地 015-485-2148 015-486-2206 H22.10.13 H27.9.26 00100034001 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
しんせいけんせつう
んゆ

新生建設運輸㈱ 白糠郡白糠町庶路甲区６番地１０７６ 01547-5-2351 本社電話に同じ H25.7.17 H30.7.7 00100004441 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば,⑬

釧路
すずよかーごねっと
ほっかいどう

㈱鈴与カーゴネット北海道 静岡県清水市清水区入船町１１番１号 0154-51-5445 0154-52-2494 H24.12.17 H29.11.25 00100100346 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 すみともけんせつ ㈱住友建設 川上郡標茶町麻生９丁目４６番地 015-485-3370 本社電話に同じ H25.5.21 H30.5.20 00100142142 プ,紙,木,金,陶,が

釧路 せいきつうしょう 政輝通商㈱ 釧路市星が浦大通２丁目４番２４号 0154-53-5969 本社電話に同じ H27.1.15 H32.1.14 00100181503 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 せいわうんゆ ㈲星和運輸 釧路市星が浦大通２丁目４番６号 0154-52-4380 本社電話に同じ H23.10.18 H28.10.17 00100043582 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 ぜんきょううんゆ 全協運輸㈱ 釧路市星が浦大通４丁目５番２７号 0154-51-8400 本社電話に同じ H23.9.27 H28.9.26 00100079254 燃,汚,プ,紙,木,残,ゴ,金,陶,が

釧路 せんこううんゆ 釧高運輸㈱ 釧路市阿寒町旭町１丁目６番１０号 0154-66-3353 本社電話に同じ H27.3.25 H32.3.26 00100019239 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 せんこんとうぶうんゆ ㈲釧根東部運輸 川上郡標茶町字虹別原野８３８番地 015-488-2149 本社電話に同じ H23.12.25 H28.12.24 00100082082 プ

釧路
せんとかいはつこう
ぎょう

㈲釧都開発工業 釧路郡釧路町河畔９丁目７７番地 0154-40-2489 本社電話に同じ H26.10.27 H31.10.26 00100025083 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 そうごうじゅうけん ㈱総合住研 釧路市星が浦大通１丁目１番４号 0154-52-0565 本社電話に同じ H23.9.6 H28.9.5 00100040865 プ,紙,木,金,陶,が

釧路 そうごうせつび 綜合設備㈱ 釧路市入江町７番２７号 0154-25-3116 本社電話に同じ H24.5.31 H29.5.30 00100166573 プ,紙,木,金,陶,が

釧路 だいえいうんゆ 大栄運輸㈲ 川上郡標茶町富士４丁目２０番地 015-485-2833 本社電話に同じ H24.6.26 H29.6.25 00100048429 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 だいえいでんぎょう 大栄電業㈱ 川上郡弟子屈町泉４丁目１０番３号 015-482-2677 本社電話に同じ H24.2.1 H29.1.31 00100164297 プ,紙,木,金,陶,が
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釧路 だいけいこうぎょう ㈲大恵興業 釧路市鶴野東４丁目２１番１号 0154-52-1353 本社電話に同じ H27.1.7 H32.1.6 00100181406 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

釧路 だいけんやまだ ㈱大建山田 釧路市北斗２６７番地の２ 0154-56-2125 本社電話に同じ H24.6.1 H29.5.31 00110001242 燃,汚,プ,紙,木,ゴ,金,陶,が 有り

釧路 だいこううんゆ ㈲大厚運輸 厚岸郡厚岸町字宮園町１９４番地の６９ 0153-52-2006 0154-25-3101 H23.10.1 H28.8.29 00110034166 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞,体 有り

釧路 だいこうぶつりゅう 大光物流㈱ 釧路郡釧路町木場３丁目１番 0154-37-1377 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.7 00100133977 燃,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

釧路
だいこーこーぽれー
しょん

㈱ダイコーコーポレーション 釧路市星が浦大通４丁目５番６号 0154-55-4117 本社電話に同じ H23.3.16 H28.3.15 00100126286 汚,酸,ア,残

釧路 だいせんうんゆ 太釧運輸㈱ 釧路郡釧路町桂木４丁目１４番地 0154-36-2313 本社電話に同じ H23.2.5 H28.2.4 00100037482 燃,汚,油,プ,紙,木,金,陶,が

釧路 だいちうんゆ 大地運輸㈲ 釧路市星が浦南２丁目１番２２号 0154-51-7150 0154-55-3301 H25.1.17 H30.1.16 00100101683 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

釧路 だいどうこうぎょう 大同工業㈱ 釧路市鳥取大通り３丁目２１番２７号 0154-52-2291 本社電話に同じ H23.4.21 H28.4.20 00100124644 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 たいへいよううんゆ 太平洋運輸㈱ 釧路市貝塚３丁目７番２２号 0154-41-4471 011-864-5722 H23.5.26 H28.3.28 00100037868 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

釧路 たいへいようこううん 太平洋興運㈱ 釧路郡釧路町字トリトウシ６９番地３ 0154-40-5774
0155-64-5309
0157-24-5547

H26.6.21 H31.6.20 00100020202 燃,汚,プ,木,金,陶,が

釧路 たいへいようこうはつ 太平洋興発㈱ 東京都中央区明石町８番１号 03-5148-3213 0154-25-1417 H23.11.9 H28.10.5 00100130814 燃,汚,木,ば

釧路 たいへいようせつび 太平洋設備㈱ 釧路市春採５丁目１６番１７号 0154-46-3474 0153-52-3563 H26.10.22 H31.10.21 00100064767 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 たいへいようとらっく 太平洋トラック㈱ 釧路市貝塚３丁目７番２２号 0154-41-4475 011-864-5722 H26.7.18 H31.7.12 00100020657 燃,汚,油,プ,木,残,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

釧路 だいまつうんゆ 大松運輸㈱ 釧路市大楽毛北１丁目９番３号 0154-57-8388 本社電話に同じ H25.8.18 H30.8.17 00100008423
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,金,陶,
が,糞

釧路 だいまるうんゆ 大丸運輸㈱ 釧路市星が浦大通３丁目７番２２号 0154-51-9886 本社電話に同じ H23.6.16 H28.5.29 00100127753 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 たいようそうけん 太陽総建㈱ 釧路郡釧路町鳥通西８丁目３番地 0154-40-3399 本社電話に同じ H26.11.26 H31.11.18 00100152031 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 だいりくけんせつ 大陸建設㈱ 釧路市芦野５丁目１番３号 0154-65-1000 本社電話に同じ H25.6.10 H30.5.12 00100103753 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 だいれんゆそう ㈲大連輸送 釧路市昭和北１丁目２２番１２号 0154-53-7337 0154-53-7340 H25.2.19 H30.2.18 00100102086 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞

釧路 たかはしうんゆ 高橋運輸㈲ 釧路市阿寒町舌辛原野１８線３２番地 0154-66-3108 本社電話に同じ H24.7.7 H29.7.6 00100136400 汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 たかはししょうかい ㈱髙橋商会 釧路郡釧路町若葉２丁目１９番地 0154-37-8456 本社電話に同じ H25.6.6 H30.4.15 00110053295 油,酸,ア,プ,金,陶 有り

釧路 たくせんけんせつ 拓釧建設㈱ 釧路市東川町１３番８号 0154-68-5367 本社電話に同じ H26.5.31 H31.5.30 00100016920 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 たざきどけん 田崎土建㈱ 厚岸郡厚岸町門静２丁目８番地 0153-52-3422 0153-52-7706 H25.5.28 H30.5.27 00100041035 木,金,が
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釧路 たなかおさむ 田中 修 釧路市武佐２丁目１４番５号 0154-46-0731 本社電話に同じ H24.10.31 H29.10.30 00100169099 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 たなかこうけん ㈲田中興建 釧路市貝塚４丁目３番８号 0154-46-0112 本社電話に同じ H26.9.18 H31.9.17 00100179413 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 ちくらこうぎょう 千倉工業㈱ 釧路郡釧路町若葉３丁目２８番地 0154-36-7602 本社電話に同じ H26.8.2 H31.8.1 00100112279 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
ちゅうおうぼうさいし
すてむ

中央防災システム㈱ 釧路市緑ヶ岡１丁目２０番３号 0154-42-1611

0153-29-3770
01537-2-0042
0125-23-2058
011-521-6590

H23.3.18 H28.2.7 00110124944 汚,プ,金 有り

釧路 つしましょうてん 対島商店 釧路市文苑１丁目１２番２０号 0154-37-5630 本社電話に同じ H26.4.9 H31.4.8 00100176833 油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 でぃーぷとらっく ㈱ディープトラック 厚岸郡浜中町浜中桜北７番地 0153-64-2211 本社電話に同じ H25.7.18 H30.7.17 00100172964 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 ていく ㈱テイク 釧路市新富士町４丁目３番１０号 0154-55-5020 本社電話に同じ H26.11.14 H31.11.13 00100113030 プ,金,陶

釧路 てくのさーくる ㈱テクノサークル 釧路市鶴野東２丁目１２番１３号 0154-64-1122 本社電話に同じ H22.12.10 H27.12.9 00100157584 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

釧路
てしかがしゃりょうこう
ぎょう

弟子屈車輌興業㈱ 川上郡弟子屈町高栄１丁目１番９号 015-482-2260 本社電話に同じ H23.5.31 H28.5.30 00100127755 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

釧路 どいとみお 土井　富雄 釧路郡釧路町柏東７丁目５４番地 0154-40-4162 本社電話に同じ H26.5.17 H31.5.16 00100177406 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 とうじつうんゆ ㈲東実運輸 釧路市星が浦南６丁目６番１２号 0154-57-2277 本社電話に同じ H22.9.1 H27.8.31 00100071795 汚,プ,木,金,陶,が

釧路
とうせいわたなべけん
せつ

東星渡部建設㈱ 川上郡弟子屈町美里３丁目５番１号 015-482-2149 本社電話に同じ H23.5.20 H28.5.19 00100160048 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 どうとううんゆ 道東運輸㈱ 釧路市鳥取南５丁目４番１９号 0154-53-1422 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.26 00100133823
燃,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,糞,体

釧路 どうとうかもつ 道東貨物㈱ 厚岸郡厚岸町港町３丁目１０９番地 0153-52-7191 本社電話に同じ H26.7.7 H31.7.6 00100015327 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路
どうとうけんせつこう
ぎょう

道東建設工業㈱ 厚岸郡厚岸町港町３丁目１０９番地 0153-52-3050 本社電話に同じ H24.3.14 H29.3.13 00100165346 プ,木,金,陶,が

釧路 どうとうじゅうきうんゆ 道東重機運輸㈱ 釧路市鶴ヶ岱３丁目９番３号 0154-41-3334 本社電話に同じ H26.10.8 H31.10.1 00100113884 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 どうとうせいそう ㈱道東清掃 釧路市愛国西３丁目３３番４号 0154-36-2173 0154-51-8623 H26.7.1 H31.6.30 00110020201
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,が

有り

釧路 どうとうはいかん 道東配管㈱ 釧路市寿４丁目３番２号 0154-22-2886 本社電話に同じ H24.2.1 H29.1.31 00100164298 プ,ゴ,金,陶,が

釧路
どうとうほあんでんせ
つ

道東保安電設 釧路市喜多町２番１９号 0154-32-5865 本社電話に同じ H26.9.3 H31.9.2 00100179214 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 とうほううんゆ 東邦運輸㈱ 釧路市星が浦南１丁目５番１５号 0154-51-6789 本社電話に同じ H22.4.19 H27.4.18 00100117801 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 とうようでんき 東洋電気㈱ 釧路市若竹町12番123号 0154-64-7197 本社電話に同じ H22.4.28 H27.4.27 00100154408 プ,紙,木,繊,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

釧路 どうれきこうぎょう 道瀝工業㈱ 釧路市星が浦南３丁目１番１２号 0154-53-0520 本社電話に同じ H23.5.10 H28.5.9 00100159910 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 とーほーこうぎょう トーホー工業㈱
大阪府大阪市平野区加美南４丁目３番２
６号

06-6791-8001 01547-5-4129 H27.1.14 H31.12.22 00100104063 プ

釧路 ともえさんぎょう ㈱ともえ産業 釧路市大楽毛南４丁目９番９号 0154-57-3573 本社電話に同じ H25.10.31 H30.10.30 00100176400 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 とよはらみどり 豊原みどり 釧路市昭和中央１丁目３０番１号 090-3773-7356 本社電話に同じ H24.8.31 H29.8.30 00100167874 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 どりーむはうすきかく ㈱ドリームハウス企画 釧路市大楽毛西１丁目３番９号 0154-68-5247 本社電話に同じ H26.12.11 H31.12.10 00100180984 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
なかがわばんきんこう
ぎょう

中川板金工業 釧路郡釧路町緑４丁目８番地 0154-40-2750 本社電話に同じ H22.5.22 H27.5.21 00100154712 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
なかたさいせきこう
ぎょう

㈲中田採石工業 厚岸郡厚岸町太田宏陽５２番地 0153-52-7481 本社電話に同じ H24.5.10 H29.5.9 00100047903 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 なかのとらっく 中野トラック㈱ 釧路市仲浜町６番１６号 0154-22-5628 本社電話に同じ H22.9.11 H27.9.10 00100033808 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 なかむらうんゆ ㈲中村運輸 厚岸郡厚岸町字宮園１丁目１６１番地 0153-52-3601 本社電話に同じ H26.5.27 H31.5.26 00100018729 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 なかむらのりお 中村 憲雄 釧路郡釧路町曙２丁目５番地１５ 0154-36-6476 本社電話に同じ H24.4.13 H29.4.12 00100134904 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 なんばじゅうき ㈲南波重機 厚岸郡浜中町浜中桜南１０５番地 0153-64-2352 本社電話に同じ H23.7.6 H28.7.5 00100160882 燃,汚,プ,木,ゴ,金,陶,が

釧路 にいだちくさん ㈲新井田畜産 白糠郡白糠町西１条南４丁目３番地６０ 01547-2-4574 本社電話に同じ H24.4.1 H29.3.31 00100083982
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

釧路 にかみのりひさ 二上 法久 釧路郡釧路町別保南１の３４ 0154-62-2054 本社電話に同じ H24.3.10 H29.3.9 00100165248 プ,紙,木,金,陶,が

釧路 にきこうむてん ㈱仁木工務店
釧路市阿寒町阿寒湖温泉３丁目８番２０
号

0154-67-2326 0154-65-5099 H25.11.29 H30.11.28 00100175135 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 にきょうきんぞく ㈲二協金属 釧路市大川町６番２４号 0154-41-3951 0154-40-3147 H24.7.18 H29.7.17 00110049346 プ,木,ゴ,金,陶,が 有り

釧路
にしむらりびんぐさー
びす

㈲にしむらリビングサービス 釧路市大町５丁目１番１３号 0154-41-4872 本社電話に同じ H24.1.17 H28.12.24 00100082081 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 にしもりけんせつ ㈱西森建設 厚岸郡浜中町茶内橋北西１０３番地 0153-65-2279 本社電話に同じ H22.5.3 H27.5.2 00100030107 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 にっしょううんゆきこう 日章運輸機工㈱ 釧路市星が浦南３丁目３番４号 0154-52-1341 本社電話に同じ H26.4.27 H31.4.26 00100016868
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば

釧路 にったとしお 新田 利夫
釧路郡釧路町字別保原野南２４線６２－
１１２

0154-40-1159 本社電話に同じ H23.11.4 H28.10.10 00110130689 プ,ゴ,金,陶 有り

釧路 にっぽんかいうん 日本海運㈱ 東京都港区東新橋１丁目９番３号 03-6251-6461 本社電話に同じ H25.6.13 H30.5.12 00100046077
汚(廃乾電池,亜鉛滓,二次電池（鉛蓄
電池を除く。）及び使用済み触媒に
限る。）,金,陶

釧路 にほんそうごうしせつ ㈱日本総合施設 三重県四日市市川島町６６１２番地の２ 059-322-5100 0154-69-3880 H24.12.14 H27.11.17 00100154346 プ,金,陶

釧路 にほんまりん 日本マリン㈱ 東京都港区新橋５丁目２２番１０号 03-5402-7276 097-575-0611 H25.9.21 H30.8.25 00100000300 燃,プ,紙,木,ば
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釧路
にほんゆせつえんじ
にありんぐ

㈱日本油設エンジニアリング 釧路市暁町６番２３号 0154-21-6166 0154-36-2151 H22.4.10 H27.4.3 00100006443
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,鉱,が,ば

釧路 ねいちゃーてっくくしろ ネイチャーテック釧路㈱ 釧路市星が浦南６丁目６番１３号 0154-57-7766 本社電話に同じ H22.7.30 H27.7.29 00100155373 燃,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,鉱,が

釧路 はうすまつもと ㈱ハウスマツモト 釧路郡釧路町東陽西２丁目４番地１２ 0154-40-6900 本社電話に同じ H27.3.3 H32.3.2 00100182203 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 はたなかさんぎょう ㈲畑中産業 川上郡弟子屈町美里２丁目９番３号 015-482-3352 本社電話に同じ H24.3.3 H29.2.14 00100133520 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 はまなかうんゆ ㈱浜中運輸 厚岸郡浜中町浜中桜西２４番地 0153-64-2116 本社電話に同じ H26.5.9 H31.5.8 00100053414 プ,ゴ,金,陶,が

釧路
はやしじゅうきこうぎょ
う

㈲林重機工業 川上郡標茶町麻生７丁目１７番地 015-485-3482 本社電話に同じ H23.10.15 H28.8.7 00110129374 プ,紙,木,繊,金,ゴ,陶,が 有り

釧路 はやしゆうじ 早矢仕 雄司 釧路市新野２４番地の３１ 0154-57-4361 本社電話に同じ H23.7.20 H28.7.19 00110078080
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,が

有り

釧路 ひがしにほんこうさん 東日本興産㈲ 釧路市大楽毛１８５番地１ 0154-60-5711 本社電話に同じ H23.9.8 H28.8.21 00100129922 プ,木,金,陶,が

釧路
ひがしほっかいどうう
んゆ

東北海道運輸㈲ 釧路郡釧路町遠矢南２丁目４１番地 0154-40-3103 本社電話に同じ H24.5.10 H29.5.9 00100047866 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 びこうどうあべぐみ ㈲美工堂阿部組 釧路郡釧路町北見団地１丁目２６番地 0154-37-0501
0154-40-4045
0154-37-7656

H26.8.7 H29.12.26 00100020203 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が,ば

釧路 ひのくみ ㈱日野組 川上郡標茶町平和４丁目４３番地 0154-85-1036 本社電話に同じ H25.8.22 H30.8.12 00100105742 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 ひらつかこうむてん ㈲平塚工務店 釧路市文苑１丁目５９番１９号 0154-68-5192 本社電話に同じ H24.12.26 H29.12.25 00100169961 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 ふじこうぎょう ㈲藤興業
白糠郡白糠町西庶路西１条北５丁目１番
地１

01547-5-2520 本社電話に同じ H25.1.27 H30.1.26 00100045152 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 ふじたうんゆこうぎょう 藤田運輸興業㈱ 釧路郡釧路町鳥通東２丁目２４番地 0154-40-3127 本社電話に同じ H25.3.25 H30.3.24 00100171039 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 ふじとけんせつ ㈲富士都建設 釧路市住之江町１０番１９号 0154-24-6627 本社電話に同じ H25.3.25 H30.3.24 00100171190 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 ふじほそうこうぎょう ㈲富士舗装工業 釧路市川端町４番８号 0154-21-5568 本社電話に同じ H22.12.14 H27.12.13 00100124233 が

釧路 ぶれいど ㈱ＢＬＡＤＥ 釧路郡釧路町字遠野９番地１２ 0154-40-5115 本社電話に同じ H26.11.29 H31.11.28 00110180821 油,酸,ア,プ,金,陶,が 有り

釧路 べついこうぎょう ベツイ工業㈱
釧路郡釧路町字別保原野南２０線５０番
地９

0154-40-3691 0154-40-2491 H23.12.2 H28.11.26 00100018730 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

釧路 ほうせんうんゆ ㈱宝仙運輸
川上郡標茶町字熊牛原野１５線東１１番
地

015-486-3000 本社電話に同じ H22.12.10 H27.12.9 00100157583 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,糞,体

釧路
ほーむてくのごうどう
かいしゃ

ホームテクノ合同会社 釧路市春日町３番９号 0154-64-9532 本社電話に同じ H26.10.25 H31.10.24 00100180109 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 ほくせいうんゆ ㈲北盛運輸
川上郡標茶町字虹別原野５９線１２８番
地３

015-488-2059 本社電話に同じ H26.1.15 H31.1.14 00100146783
汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,
糞,体

釧路 ほくせんかいはつ 北泉開発㈱ 釧路市阿寒町１８線３８番地 0154-66-3508
0154-57-6415
0153-56-2278

H23.8.9 H28.8.7 00100041257 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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釧路 ほくそううんゆ ㈲北創運輸 釧路郡釧路町中央４丁目２７番地 0154-40-1280 本社電話に同じ H26.7.14 H31.7.13 00100112278 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 ほくゆうぐみ ㈱北雄組 川上郡標茶町旭２丁目９番１２号 015-485-3115 本社電話に同じ H26.10.10 H31.10.9 00100151389 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 ほしのかずと 星野 一十 釧路郡釧路町わらび３丁目７５番地 0154-40-3930 本社電話に同じ H24.3.29 H29.3.22 00100133715 プ,紙,木,金,陶,が

釧路 ほっかいえくすぷれす ㈲北海エクスプレス 釧路市浜町３番１７号 0154-23-1381 本社電話に同じ H24.3.15 H29.3.14 00100083738
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,が,糞,ば

釧路 ほっかいこうえい 北海工営㈱ 釧路郡釧路町中央５丁目２３番 0154-40-2328 0133-64-6955 H22.7.13 H27.6.22 00100119342 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
ほっかいせつびこう
ぎょう

北海設備工業㈱ 釧路市寿１丁目４番１２号 0154-22-9070 本社電話に同じ H24.3.29 H29.3.28 00100165658 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 ほっかいどうふたしん ㈱北海道双進 釧路市豊川町２２番１５号 0154-22-5525 本社電話に同じ H22.12.7 H27.12.6 00100073578 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 ほっかいりくうん 北海陸運㈱
白糠郡白糠町西庶路東２条北３丁目２番
地３

01547-5-3111 本社電話に同じ H24.7.18 H29.7.17 00100049305 汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 ほっこうけんせつ 北興建設㈱
白糠郡白糠町西庶路東１条北３丁目２番
地１９

01547-5-2658 本社電話に同じ H22.7.31 H27.7.30 00100032644 汚,プ,木,金,陶,が

釧路 ほりけんせつ 堀建設㈲ 厚岸郡厚岸町奔渡６丁目１１１番地 0153-52-6455 本社電話に同じ H26.4.11 H31.4.10 00100176906 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,固,ゴ,金,陶,が

釧路 まえだこうぎょう ㈱前田工業 釧路市北斗２１９番地１１２ 0154-52-2411 本社電話に同じ H24.5.21 H29.5.20 00100047868 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞,ば

釧路 ましこだい 益子　大
釧路郡釧路町字別保原野南２５線６１番
地１４０

0154-40-2841 本社電話に同じ H26.9.12 H31.9.11 00100179368 汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,鉱,が

釧路 まついこうぎょう ㈲松井工業 阿寒郡鶴居村幌呂東３丁目８番地 0154-65-2059 本社電話に同じ H26.5.28 H31.5.27 00100177405 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 まついとしろう 松井　敏郎 厚岸郡厚岸町住の江３丁目４４番地 0154-52-2454 本社電話に同じ H26.11.5 H31.11.4 00100180283 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
まつおけんせつこう
ぎょう

松尾建設工業㈱ 釧路市芦野２丁目１９番７号 0154-38-6191 0154-40-2131 H22.7.16 H27.6.13 00110117489 汚,プ,木,が 有り

釧路 まつしまぶつりゅう 松島物流㈱ 釧路市中鶴野３２番７号 0154-51-6206 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.12 00100083294 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が,ば

釧路 まつだうんゆ ㈲マツダ運輸 釧路郡釧路町よし野５丁目４番地 0154-40-4755 本社電話に同じ H25.7.1 H30.6.30 00100104741 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 まつながさんぎょう ㈲松永産業 釧路郡釧路町河畔２丁目８７番地 0154-40-1117 本社電話に同じ H23.4.6 H28.3.23 00100126239
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が,体,⑬

釧路 まのさんぎょう ㈲真野産業
川上郡標茶町字チャンベツ原野基線３０
番地２１

015-485-2285 本社電話に同じ H22.4.24 H27.4.23 00100076375 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

釧路 まるいうんゆ 丸井運輸㈱ 釧路市新野２４番１０８６ 0154-57-3578 本社電話に同じ H26.4.27 H31.4.27 00100016921 汚,プ,木,陶,が

釧路
まるいほっかいこう
ぎょう

丸伊北海興業㈱ 釧路市堀川町３番２０号 0154-25-1368 本社電話に同じ H26.4.27 H31.4.26 00110016866 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が 有り

釧路 まるえいうんゆ 丸栄運輸㈲ 釧路市星が浦大通４丁目６番１０号 0154-51-5698 0154-51-6109 H26.7.1 H31.6.30 00110019051
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,が,糞,ば

有り
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釧路 まるえいぐみ ㈱丸栄組 川上郡標茶町桜８丁目２番地 015-485-2892 本社電話に同じ H24.1.17 H29.1.16 00100164296 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
まるかかとうしょうて
ん

㈱マルカ加藤商店 釧路市鳥取北４丁目２１番６号 0154-51-1276 0154-53-4344 H26.8.13 H31.8.1 00110062873
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,が,ば

有り

釧路
まるかみかみでさん
ぎょう

㈲マル上上出産業 釧路市緑ヶ岡６丁目１８番１９号 0154-46-6339 本社電話に同じ H23.4.20 H28.4.14 00100039053 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路
まるきたすいさんさー
びすせんたー

㈲丸北水産サービスセンター 釧路市浜町３番１７号 0154-22-7988 本社電話に同じ H24.4.19 H29.4.18 00100084358 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

釧路
まるきょうさとうけんせ
つ

㈲丸協佐藤建設 釧路市米町３丁目３番２５号 0154-41-4813 本社電話に同じ H24.7.10 H29.7.9 00100085928 プ,木,ゴ,金,陶,が

釧路
まるけんこうえいこう
ぎょう

㈲丸健光栄工業 釧路市鳥取北９丁目１番２８号 0154-53-5329 本社電話に同じ H22.7.7 H27.6.15 00100119211 プ,木,陶,が

釧路
まるこうくどうこうぎょ
う

㈲丸工工藤工業 釧路郡釧路町新開５丁目３９番地 0154-39-1727 本社電話に同じ H26.9.29 H31.9.28 00100151160 が

釧路
まるここせきそうごう
けんせつ

丸古こせき総合建設㈱ 釧路市堀川町３番１８号 0154-23-4868 本社電話に同じ H26.6.2 H31.6.1 00100111140 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 まるこしうんゆ 丸越運輸㈱ 川上郡標茶町常盤３丁目１８番地 015-485-2405 本社電話に同じ H22.6.1 H27.5.31 00100030262 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 まるさささきしょうてん ㈱丸サ佐々木商店 釧路市星が浦南２丁目１番３３号 0154-52-2577 本社電話に同じ H25.6.13 H30.6.4 00100053770 燃,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
まるしょうかみかわら
しょうてん

㈲丸昭上川原商店 釧路市鳥取北５丁目６番６号 0154-51-1269 本社電話に同じ H24.5.22 H29.5.21 00110048330 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,ば 有り

釧路
まるせいかげもとこう
ぎょう

マル勢影本工業㈱ 厚岸郡厚岸町白浜町4丁目156番地 0153-52-3434 0154-37-0100 H27.3.6 H32.3.5 00100062494 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 まるぜん ㈱丸全 釧路市緑ヶ岡２丁目１６番１１４号 0154-42-1500 0154-57-8338 H26.6.13 H31.6.12 00100017317 汚,油,酸,ア,残

釧路 まるたかさんぎょう ㈲丸高産業
川上郡弟子屈町字トウ別原野４３線西３
６番地４

015-482-4129 本社電話に同じ H23.7.30 H28.6.30 00100040194 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が,糞

釧路 まるはくみわこうぎょう 丸博三輪工業㈱ 釧路市昭和町２丁目１７番１９号 0154-51-4371 本社電話に同じ H24.5.2 H29.5.1 00100047627 プ,木,金,陶,が

釧路 まるひら ㈱丸平 釧路市春日町３番６号 0154-22-3344
011-642-4555
0154-36-7431

H24.10.17 H29.10.16 00110168623 油 有り

釧路
まるぶつでぐちこうさ
ん

㈱丸物出口興産 厚岸郡浜中町浜中桜北７番地 0153-64-2211 0154-36-9620 H22.4.11 H27.4.10 00100028799 プ,木,金,陶,が

釧路 まるよういさごうんゆ ㈲丸洋イサゴ運輸 白糠郡白糠町茶路基線１７番地２０ 01547-2-5757 01547-2-3825 H25.4.9 H30.4.8 00100001606
燃,汚,油,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,
が,糞,体

釧路 まんぼくけんせつ 萬木建設㈱ 釧路市住之江町８番７号 0154-23-6793 本社電話に同じ H26.8.18 H31.8.17 00100063403 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路
みつぐけんせつごうど
うがいしゃ

貢建設合同会社 厚岸郡厚岸町片無去２１８番地 0153-57-2465 本社電話に同じ H24.3.6 H29.3.5 00100165246 プ,紙,木,繊,金,残,陶,が

釧路 みつわうんゆ 三ッ輪運輸㈱ 釧路市錦町５丁目３番地 0154-54-3501 本社電話に同じ H27.2.14 H32.2.5 00110034373 燃,汚,ば 有り

釧路
みつわけんせつこう
ぎょう

三ッ輪建設工業㈱ 釧路市入江町４番１０号 0154-25-5155 0154-22-4307 H25.4.8 H30.4.7 00100141682 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶
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釧路 みつわしょうかい ㈱三ッ輪商会 釧路市鳥取南５丁目１２番５号 0154-61-5151 本社電話に同じ H22.9.29 H27.9.28 00110034371 燃,ば 有り

釧路 みつわぶつりゅう 三ッ輪物流㈱ 釧路市星が浦南４丁目１番１０号 0154-51-0235

0154-53-4662
0144-55-7246
011-864-5171
0155-62-6555
029-264-2130

H22.6.8 H27.5.12 00100069703 燃,酸,ア,プ,紙,木,残,ば

釧路 みつわべんたす 三ッ輪ベンタス㈱ 釧路市鳥取南５丁目１２番５号 0154-51-2512 0154-51-2511 H22.10.7 H27.10.6 00100033273 汚,プ,木,金,陶,が

釧路 みとみこうぎょう ミトミ工業㈱ 釧路市大町８丁目１番１２号 0154-42-3103 0154-40-2552 H26.10.3 H31.10.2 00100024665 燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 みやたでんき ㈱宮田電気 川上郡弟子屈町中央１丁目１０番１１号 015-482-2561 015-482-4385 H25.3.1 H30.2.28 00100141148 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 みやたほそう ㈱宮田舗装 釧路市鶴野２６４番地１ 0154-52-0867 本社電話に同じ H23.10.19 H28.10.18 00100162693 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 みやはらくみ ㈱宮原組 厚岸郡厚岸町真栄２丁目２５６番地 0153-52-6654 本社電話に同じ H22.8.26 H27.8.25 00100156255 汚,油,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

釧路 むかいみねすすむ 向峯 進 釧路市鳥取北６丁目７番２５号 0154-55-5592 本社電話に同じ H23.9.6 H28.9.5 00100161905 プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 むらかみあきのり 村上 明則 釧路市武佐３丁目４６番３２号 0154-46-7325 本社電話に同じ H22.8.27 H27.8.26 00100156107 油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 むらかみけんざい ㈲村上建材 釧路郡釧路町遠矢５丁目６番地 0154-40-6033 本社電話に同じ H23.12.23 H28.12.10 00100081981 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
むらかみせきざいこう
ぎょう

㈱村上石材工業 厚岸郡厚岸町太田宏陽６番地 0153-52-4231 本社電話に同じ H26.12.18 H31.12.11 00100152265 プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 むらやまけんせつ ㈲村山建設 川上郡標茶町常盤９丁目３５番地 015-485-2506 本社電話に同じ H22.9.29 H27.9.28 00100065689 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

釧路 めいさくうんゆ 明作運輸㈱ 釧路市城山１丁目１０番１５号 0154-42-0646 本社電話に同じ H25.8.14 H30.8.5 00100105548 プ,紙,木,ゴ,金,陶,が

釧路
めいさくでんせつこう
ぎょう

明作電設工業㈱ 釧路郡釧路町曙４丁目５番地７ 0154-36-5066 本社電話に同じ H23.4.6 H28.4.5 00100159467 油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 めいせい ㈲メイセイ 川上郡弟子屈町桜丘３丁目１番６号 01548-2-1477 本社電話に同じ H26.7.25 H31.7.24 00110178706 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が,糞 有り

釧路 めいせいけんせつ 明盛建設㈱ 川上郡弟子屈町桜丘３丁目１番６号 015-482-1477 本社電話に同じ H22.8.23 H27.8.22 00100033274 燃,汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 めいわうんゆ 明和運輸㈱ 釧路市昭和南５丁目２９番１９号 0154-51-1075 本社電話に同じ H24.3.22 H29.2.17 00100045948 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が

釧路 めいわけんせつ 明和建設㈱ 釧路市昭和町３丁目１２番２２号 0154-53-5430 本社電話に同じ H24.3.8 H29.3.7 00100133857 燃,汚,プ,紙,木,金,陶,が

釧路 もりやましょうてん ㈱森山商店
釧路郡釧路町字トリトウシ原野南１８線５
３番地１０

0154-40-2500 本社電話に同じ H23.2.5 H28.1.24 00100074738 油,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路 やはたじゅうき ㈱八幡重機 釧路市阿寒町富士見３丁目１番３１号 0154-66-3404 本社電話に同じ H24.3.28 H29.3.25 00100047097 燃,汚,プ,紙,木,繊,金,陶,が

釧路
やまぐちさんぎょうか
いはつ

㈲山口産業開発 釧路市愛国西１丁目１５番１０号 0154-36-7171 本社電話に同じ H22.5.12 H27.5.11 00100030399 プ,紙,木,繊,金,陶,が
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釧路 やまざきどけん 山﨑土建㈱ 厚岸郡厚岸町宮園２丁目６０番地 0153-52-4088 本社電話に同じ H22.12.1 H27.11.30 00100157580 プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路 やましたこうぎょう ヤマシタ工業㈱ 釧路市阿寒町新町２丁目３番９号 0154-66-2111 本社電話に同じ H25.9.3 H30.9.2 00100054033 汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が

釧路 やましたしょうてん ㈱やました商店 釧路市春採２丁目１３番３２号 0154-42-8910 本社電話に同じ H26.10.7 H31.10.6 00100151388 燃,汚,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,ば

釧路
やまじゅうむらかみ
しょうてん

㈱山拾村上商店 釧路郡釧路町国誉２丁目５番地 0154-36-1203 本社電話に同じ H25.7.27 H30.7.26 00110054879
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,
陶,が,ば

有り

釧路 やまだうんゆ ㈲山田運輸 釧路市仲浜町３番１０号 0154-22-3424 本社電話に同じ H26.5.8 H31.4.26 00100060653 燃,汚,プ,紙,木,繊,残,金,陶,が,糞

釧路 やまとぶつりゅう ㈱大和物流 釧路市鶴野東４丁目７番１６号 0154-52-7805 本社電話に同じ H25.12.10 H30.11.7 00100145507
燃,汚,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,金,陶,が,
糞,体,ば

釧路 やまねどけん 山根土建㈱ 白糠郡白糠町東２条南２丁目３番地１８ 01547-2-2158 本社電話に同じ H23.1.14 H28.1.13 00100158260 汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が

釧路
やまひろいけだこうさ
ん

㈲ヤマヒロ池田興産 厚岸郡厚岸町白浜１丁目７４番地 0153-52-6677 本社電話に同じ H24.8.17 H29.8.16 00100116295
燃,汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,残,固,ゴ,
金,陶,鉱,が,糞,体,ば,⑬

釧路 ゆうせいぶつりゅう 佑征物流㈲ 釧路市文苑３丁目３９番９号 0154-38-4422 本社電話に同じ H24.8.20 H29.8.19 00100098193 汚,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,が

釧路 ようしんこうぎょう 陽伸工業㈱ 釧路市鳥取南７丁目２番１４号 0154-53-0511 本社電話に同じ H26.10.8 H31.10.7 00100179726 プ,木,ゴ,金,陶,が

釧路
よしむらえいせいこう
き

吉村衛生工機㈱ 釧路市若松町１６番１１号 0154-32-0995 0154-40-3474 H22.12.28 H27.12.27 00100036480 汚,油,酸,ア,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,鉱,が

釧路 らいずてくの ㈱ライズ・テクノ 釧路市宝町４番４号 0154-32-7755 本社電話に同じ H23.3.29 H28.3.23 00100126371 燃,汚,油,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が,ば

釧路 りょうしんけんせつ ㈱綾心建設 釧路市北園４１番地の３８５７ 0154-55-2033 本社電話に同じ H22.5.31 H27.5.30 00100119022 プ,紙,木,金,陶,が

釧路 るーと ㈱ルート 釧路市西港１丁目３６番地５ 0154-55-5511 01537-8-7295 H23.7.30 H28.6.29 00110128312 プ,紙,木,繊,金,陶,が 有り

釧路 れふこ ㈱レフコ 釧路市鳥取北４丁目２１番６号 0154-65-6032 本社電話に同じ H24.5.12 H29.5.11 00100166227
燃,汚,油,酸,プ,紙,木,繊,残,ゴ,金,陶,
が,ば

釧路
わたなべけんせつこう
ぎょう

㈲渡辺建設工業 釧路市大川町７番８号 0154-41-0883 本社電話に同じ H23.1.31 H28.1.30 00100124946 汚,プ,紙,木,繊,ゴ,金,陶,が
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