
番号 事業所名 事業所住所
1 秋山電気株式会社 紋別郡滝上町字サクルー原野基線12番地

2 株式会社アサダ工業 紋別市新生３９番地の２６

3 旭川トヨタ自動車株式会社紋別店 紋別市渚滑町１丁目

4 株式会社旭ダンケ道東支店紋別工場 紋別市渚滑町川向１００番地

5 アストモスリテイリング（株）北海道カンパニー紋別営業所 紋別市渚滑町３丁目

6 網走西部森林管理署西紋別支署 紋別郡滝上町字滝ノ上原野１００３番地１９

7 株式会社　ｅ.ｓ.ｃ 紋別市大山町３丁目１番地41

8 一般財団法人北海道電気保安協会紋別事業所 紋別市南が丘町７丁目２７番２号

9 株式会社伊藤建材店 紋別市北浜町２丁目８番７号

10 医療法人社団　明正会 紋別市花園町5丁目3番7号

11 株式会社エネサンス北海道紋別営業所 紋別市落石町3丁目2番11号

12 江本木材産業株式会社 紋別郡滝上町字サクルー原野基線５番地

13 有限会社　太田建設 紋別市潮見町３丁目５番13号

14 大原建設株式会社 紋別郡滝上町字サクルー原野基線１４番地

15 株式会社オクダ工業 紋別郡滝上町字オシラネップ原野北１線11番地

16 株式会社尾崎建機 紋別市渚滑町１丁目６番地９２

17 オホーツク総合振興局網走建設管理部オホーツク紋別空港管理事務所 紋別市小向19番地３

18 オホーツク総合振興局網走農業改良普及センター紋別支所 紋別市渚滑町６丁目11番地13

19 オホーツク総合振興局西部耕地出張所 紋別市渚滑町６丁目１１－１３

20 オホーツク中央森林組合 紋別市元紋別２６８番地の２

21 オホーツクはまなす農業協同組合 紋別市落石町４丁目１３番６

22 オホーツクはまなす農業協同組合　滝上支店 紋別市落石町４丁目８番９号

23 学校法人　紋別大谷学園 紋別市幸町１丁目５７番地

24 株式会社　川村建設 紋別市北浜町２丁目７番38号

25 株式会社菊地組 紋別郡滝上町字滝上原野１線北２番地

26 北一土建株式会社 紋別市上渚滑町５丁目７９番地

27 株式会社北見宇部　紋別営業所 紋別市渚滑町２－４５

28 北見信用金庫紋別支店 紋別市幸町４丁目１番２３号

29 北見トヨペット株式会社紋別店 紋別市北浜町２丁目４

30 北見日産自動車株式会社紋別店 紋別市北浜町３丁目３８

31 株式会社木村興業 紋別市南が丘町７丁目４４番地４

32 ㈱共成レンテム　紋別営業所 紋別市渚滑町川向２２番地２

33 株式会社協和土木工業 紋別市南が丘町５丁目２番　２３号

34 株式会社　グリーンたきのうえ 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地４条通２丁目１番地

35 株式会社建商興業 紋別市港町７丁目５番８号

36 公益財団法人北海道農業公社北見支所紋別出張所 紋別市落石町５丁目４ー１ー２

37 株式会社交通学園紋別自動車学校 紋別市渚滑町３丁目４０番地

38 株式会社小島電機 紋別市北浜町２丁目７－８

39 コマツカスタマーサポート株式会社北見支店紋別営業所 紋別市渚滑町５丁目２５番地

40 有限会社コミュニティ 紋別市大山町1丁目20番57

41 株式会社佐々木重機工業 紋別市上渚滑町８丁目２番地２

42 佐藤電気株式会社 紋別市落石町５丁目９番地５０

＜紋別警察署＞



43 有限会社佐藤電設工業 紋別市本町６丁目２番６号

44 株式会社三光紋別支店 紋別市港町７丁目５番１１号

45 株式会社下村砂利 紋別市渚滑町８丁目

46 社会福祉法人　慈愛会 紋別市大山町1丁目34番地の２

47 社会福祉法人　滝上ハピニス 紋別郡滝上町字オシラネップ原野１５５７番１８

48 社会福祉法人滝上福祉会 紋別郡滝上町字オシラネップ原野２８０番地

49 社会福祉法人紋別市社会福祉協議会 紋別市幸町７丁目１番１０号

50 社団法人紋別地域訪問看護ステーション 紋別市本町３丁目１番地３１号

51 有限会社　真貝林工 紋別郡滝上町字サクルー原野基線14番地

52 有限会社　新日本警備 紋別市南が丘町７丁目２６番３４号

53 鈴木建設株式会社 紋別市南が丘町７丁目４１－１

54 関電気株式会社 紋別市港町６丁目１１番地

55 株式会社ソーゴー 紋別市港町８丁目

56 株式会社大栄建設 紋別市元紋別１０２番地

57 株式会社ダイサン木村商店 紋別市北浜町３丁目１－２８

58 株式会社大和 紋別市大山町２丁目４６番地

59 高桑建設株式会社 紋別市緑町４丁目１２番６号

60 滝上町商工会 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地３条通２丁目１８番地

61 有限会社滝上町農業振興公社 紋別郡滝上町字サクルー原野１９５３番地

62 滝上町役場 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地４条通２丁目１番地

63 株式会社たきのうえドリームたきのうえホテル渓谷 紋別郡滝上町字上渚滑原野６６４番地

64 株式会社中央製作所 紋別市南が丘町８丁目６番１号

65 株式会社つうけんアクティブ紋別営業所 紋別市新港町２丁目２０－２

66 有限会社　椿谷会計センター 紋別市本町3丁目1番11号

67 有限会社　デグラ 紋別市渚滑町４丁目102・103番地

68 手塚興産株式会社 紋別市南が丘町７丁目４１番地２

69 有限会社　デリカ食品 紋別市落石町3丁目16-3

70 東海石油株式会社 紋別市本町１丁目２－１

71 株式会社得永商店 紋別市新港町２丁目２３－１０

72 株式会社得能塗料店 紋別市幸町１丁目２番３１号

73 トヨタカローラ北見㈱紋別店 紋別市渚滑町１丁目２４番地３

74 有限会社長岡造園 紋別市大山町１丁目１－１２

75 有限会社　中田建設 紋別市幸町７丁目３番26号

76 株式会社中村産業 紋別市渚滑町元新119番地7

77 ニイガタ紋別造船株式会社 紋別市弁天町1丁目4番8号

78 西川産業株式会社 紋別市南が丘町７丁目２９－９

79 株式会社西村組紋別支店 紋別市港町１丁目４番２２号

80 ニチモウ株式会社紋別事業所 紋別市弁天町１丁目２番３７号

81 有限会社日昭興産 紋別市大山町１丁目６番地６３

82 日本郵便株式会社　渚滑郵便局 紋別市渚滑町5丁目28-7

83 日本郵便株式会社　滝上郵便局 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地３条通３丁目９

84 日本郵便株式会社　紋別郵便局 紋別市幸町３丁目１番１３号

85 認定こども園紋別幼稚園 紋別市花園町２丁目１７番地

86 ネッツトヨタ北見㈱紋別店 紋別市渚滑町１丁目６番地１５９



87 ノースアジャスト株式会社ダスキン末広紋別店 紋別市南が丘町７丁目４０－２２

88 株式会社ハボロ 紋別市本町１丁目１番１７号

89 浜中建設株式会社 紋別郡滝上町字サクルー原野基線７番

90 東北海道いすゞ自動車株式会社紋別営業所 紋別市渚滑町２丁目３７番地

91 東北海道日野自動車株式会社紋別営業所 紋別市渚滑町２丁目42番地

92 ひかり石油株式会社 紋別市渚滑町７丁目１番地

93 広瀬水産株式会社 紋別市幸町７丁目２番３６号

94 フジ総合サービス株式会社 紋別市南が丘町７丁目２５番地１

95 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)紋別営業所 紋別市落石町４－７－10

96 北栄建設産業株式会社 紋別市幸町１丁目１番１５号

97 ホクサン　株式会社 紋別市落石町４丁目６－９

98 株式会社ほくべい紋別支店 紋別市渚滑町２丁目２１

99 北海道エネルギー㈱紋別販売支店 紋別市潮見町１丁目５番１１号

100 北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室 紋別市南が丘町１丁目６番地１

101 北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部紋別出張所 紋別市新生３９番地４２

102 北海道オリオン株式会社　紋別営業所 紋別市元紋別８番地４

103 北海道警察北見方面紋別警察署 紋別市南が丘町１丁目５番１６号

104 北海道電力ネットワークセンター(株)紋別ネットワークセンター 紋別市本町７丁目２番26号

105 北海道農業共済組合オホーツク統括センター興部支所紋別家畜診療所 紋別市渚滑町４丁目１３０番地

106 北海道ベンディング株式会社　紋別事業所 紋別市渚滑町9丁目28番４

107 北方建設産業株式会社 紋別市元紋別６番地の１

108 丸ウロコ三和水産株式会社 紋別市港町６丁目２番８号

109 マルカイチ水産株式会社 紋別市新港町２丁目１１番地７

110 三井住建道路株式会社北海道支店紋別営業所 紋別市渚滑町元新119番地１

111 みゆき観光開発株式会社 紋別市本町５丁目

112 有限会社　みんと 紋別市大山町1丁目20番地8

113 株式会社モリタン紋別支店 紋別市北浜町１丁目１番３８号

114 株式会社　紋別観光振興公社 紋別市幸町５丁目２４番１

115 紋別漁業協同組合 紋別市港町６丁目５番２号

116 紋別市教育委員会 紋別市幸町３丁目１－８

117 紋別市地域包括支援センター 紋別市本町３丁目１番31号

118 紋別市役所 紋別市幸町２丁目１番１８号

119 紋別市役所土木課 紋別市幸町２丁目１番１８号

120 紋別税務署 紋別市南が丘２丁目１番４４号

121 紋別地区消防組合消防署 紋別市幸町２丁目１番１８号

122 紋別地区消防組合消防署滝上支署 紋別郡滝上町字滝上市街地２条通２丁目１８番地

123 紋別プリンスホテル株式会社 紋別市本町７丁目３番２６号

124 株式会社ヤクルト北北海道　紋別支店 紋別市潮見町４丁目１番３

125 有限会社　矢内工務店 紋別市新生43-16

126 株式会社ヤマイチ水産 紋別市渚滑町７丁目４３－１

127 やまさ協同組合 紋別市上渚滑町4丁目73

128 山本電工株式会社 紋別市渚滑町元新４１番地の３

129 ヤンマーアグリジャパン株式会社紋別支店 紋別市渚滑町５丁目２５０

130 ＵＤトラックス道東株式会社　紋別営業所 紋別市渚滑町１丁目２０番地の２



131 幼保連携認定こども園　紋別藤幼稚園 紋別市花園町５丁目９－１１

132 横内林業株式会社紋別事業所 紋別市渚滑町９丁目２６番地

133 株式会社吉岡水産 紋別市渚滑町１丁目３２番地

134 よつ葉乳業株式会社　オホーツク北見工場 紋別市渚滑町元西１４１番地

135 株式会社リテック 紋別市元紋別４２１番地

136 株式会社リヨーユウ石油　紋別支店 紋別市南ヶ丘３丁目７番２２号


