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TH2223 木くず処理費 解体廃材 (有)石本建設（諫早市多良見町） ｍ3 5,000
TH2236 木くず処理費 伐採木 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 3,500
TH2237 木くず処理費 伐根材（木の根） 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 6,000
TH2238 木くず処理費 伐根材（竹の根） 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 8,000
TH2239 木くず処理費 伐根材（根付き草類） 長崎山陽㈱（大村市） ｍ3 5,000
TH2261 木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 ㈱島原緑地建設（島原市有明町） ｍ3 6,000
TH2262 木くず処理費 根株 ㈱島原緑地建設（島原市有明町） ｍ3 8,000
TH2271 木くず処理費 枝葉・生木 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 3,500
TH2273 木くず処理費 伐根材 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 5,500
TH2275 木くず処理費 解体材 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ㎏ 30
TH2276 木くず処理費 竹・草 ㈱有馬（南島原市加津佐町） ｍ3 5,500
TH2284 木くず処理費 伐採木・剪定枝・草・竹 ㈱鳥建（島原市） t 24,500
TH2285 木くず処理費 根株 ㈱鳥建（島原市） t 28,500
TH2286 木くず処理費 解体廃材 ㈱鳥建（島原市） t 24,500
TH2291 木くず処理費 幹 ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ㎏ 18
TH2294 木くず処理費 解体材 ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ㎏ 25
TH2295 木くず処理費 根株・草・竹・枝葉 ㈱クリーン雲仙(雲仙市小浜町) ㎏ 21
TH2297 木くず処理費 幹 ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 4,500
TH2298 木くず処理費 解体材 ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 8,000
TH2299 木くず処理費 根株・草・竹・枝葉 ㈱クリーン雲仙（雲仙市小浜町） ｍ3 7,000
TH2301 木くず処理費 枝・草・竹・葉 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 7,000
TH2302 木くず処理費 伐根材 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 7,000
TH2304 木くず処理費 解体材 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 8,000
TH2306 木くず処理費 幹 ㈱モリセ（雲仙市国見町） ｍ3 4,500
TH2340 木くず処理費 解体材 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 5,000
TH2341 木くず処理費 伐採木(2m以内直径20cm以下) 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 4,000
TH2342 木くず処理費 伐採木(直径20cm以上) 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 6,000
TH2343 木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 6,000
TH2344 木くず処理費 竹 吉井砕石工業㈱（佐世保市有福町） ｍ3 5,500
TH2353 木くず処理費 解体材 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 4,000
TH2354 木くず処理費 伐採木 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 5,000
TH2355 木くず処理費 伐根材 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 6,000
TH2356 木くず処理費 竹 リサイクルサセホ（有）（佐世保市） ｍ3 5,000
TH2365 木くず処理費 伐採木Ａ（幹・太枝・竹） 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 7,000
TH2366 木くず処理費 伐採木Ｂ（枝葉・草） 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 5,000
TH2367 木くず処理費 伐根材 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 7,000
TH2368 木くず処理費 解体材 長崎県環境資源ﾘｻｲｸﾙ事業協同組合(佐世保) ｍ3 5,000
TH2371 木くず処理費 伐採木Ａ（幹・太枝・竹） 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 0 9/1休止
TH2372 木くず処理費 伐採木Ｂ（枝葉・草） 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 0 9/1休止
TH2373 木くず処理費 伐根材 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 0 9/1休止
TH2374 木くず処理費 建築廃材 佐世保市森林組合（佐世保市） ｍ3 0 9/1休止
TH2381 木くず処理費 雑草 ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 3,500
TH2382 木くず処理費 伐採木 ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 5,000
TH2383 木くず処理費 根株（50cm角） ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 6,000
TH2384 木くず処理費 根株（原型） ㈱リプロ（波佐見町） ｍ3 9,500
TH2388 木くず処理費 解体材 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 5,000
TH2389 木くず処理費 伐採木 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 4,000
TH2390 木くず処理費 伐根材 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 6,000
TH2391 木くず処理費 竹 吉井砕石工業㈱（佐世保市吉井町） ｍ3 5,500
TH2395 木くず処理費 木くず ㈱エムアイ興産（佐世保市） ｍ3 6,000
TH2396 木くず処理費 生木 ㈱エムアイ興産（佐世保市） ｍ3 6,500
TH2397 木くず処理費 伐根材 ㈱エムアイ興産（佐世保市） ｍ3 8,500
TH2401 木くず処理費 伐採木 中山造園（平戸市） ｍ3 6,000
TH2402 木くず処理費 伐根材 中山造園（平戸市） ｍ3 6,000
TH2421 木くず処理費 解体材 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 6,000
TH2422 木くず処理費 草・剪定枝 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 6,000
TH2423 木くず処理費 竹材 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 8,000
TH2424 木くず処理費 雑木 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 6,000
TH2425 木くず処理費 伐採根 （有）今里産業（松浦市志佐町） ｍ3 8,000
TH2431 木くず処理費 剪定枝・葉・幹 ㈱エコ・アップ（佐賀県伊万里市） t 15,000
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