
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アールアンドイー 登別市富浦町２２３番地１

2 あいおいニッセイ同和損保株式会社室蘭サービスオフィス 室蘭市中島町４丁目９－２４電材ビル１Ｆ

3 相光日照電気株式会社 室蘭市東町3丁目20番1号

4 株式会社アイスジャパン 室蘭市中島町４丁目９番２８号

5 株式会社相内建設 登別市大和町２丁目１５番地１

6 株式会社青野設備 室蘭市東町３丁目７番１２号

7 秋吉設備株式会社 室蘭市東町4丁目13番3号

8 株式会社アサヒ建設 室蘭市東町５丁目２４番１４号

9 阿部電機工業有限会社 登別市富岸町2丁目32番地

10 株式会社　荒川設備 登別市栄町３丁目１８番地５

11 株式会社イーテックス 室蘭市八丁平2丁目18番33号

12 ㈱Ｅ保険プランニング室蘭営業所 室蘭市東町2丁目19－8　三谷ﾋﾞﾙ1階

13 石垣電材株式会社室蘭営業所 室蘭市中島町３丁目３－１

14 石原建設株式会社 室蘭市宮の森町４丁目２２－２５

15 磯松建設株式会社 登別市幌別町５丁目２５番地７

16 一般財団法人北海道電気保安協会室蘭事業所 室蘭市東町２丁目７番６号

17 一般社団法人室蘭身体障害者福祉協会 室蘭市東町2丁目1番6号

18 株式会社伊藤工業 室蘭市港北町３丁目３番１５号

19 いぶり中央漁業協同組合 登別市登別港町１丁目２８番地

20 医療法人五紀会室蘭太平洋病院 室蘭市白鳥台５丁目１９番２号

21 医療法人社団　医修会　介護福祉事業部 室蘭市寿町１丁目５番26号

22 医療法人社団上田病院 室蘭市東町２丁目２４番６号

23 医療法人社団積信会三村病院 室蘭市中島町３丁目３２番１５号

24 医療法人社団千寿会 登別市中登別町２４番地１２

25 医療法人登別すずらん病院 登別市青葉町３４番地９

26 医療法人社団青雲会 室蘭市八丁平１丁目４９番１０号

27 イワクラホーム株式会社室蘭支店 室蘭市中島町1丁目9番1号

28 イワタニセントラル北海道株式会社登別営業所 登別市大和町１丁目２番地８

29 イワタニセントラル北海道株式会社室蘭営業所 室蘭市港北町１丁目１番１号

30 株式会社インターコープ室蘭営業所 登別市若山町１丁目２番地１

31 上田商事株式会社 登別市新川町２丁目５番地１

32 株式会社内池建設 室蘭市本輪西町１丁目５番１０号

33 エア・ウォーター・ライフサポート㈱室蘭営業所 室蘭市港北町1丁目2番20号

34 エア・ウォーター株式会社輪西工場 室蘭市仲町１２番地

35 栄和建設株式会社 室蘭市仲町１２番地

36 栄和鋼業株式会社本社 登別市鷲別町６丁目３６番地１

37 株式会社江尻建設 室蘭市東町５丁目１７番１０号

38 エス昭和コンクリート株式会社 登別市栄町４丁目２番地２

39 NX機工株式会社室蘭支店 室蘭市寿町２丁目１８番１２号

40 NPO法人GeneraleMuroranSportsClub 室蘭市輪西町１丁目３２番１４号

41 ＥＮＥＯＳ㈱製造部室蘭事業所 室蘭市陣屋町１丁目１７２番地

42 ENEOSバイオマスパワー室蘭合同会社室蘭バイオマス発電所 室蘭市港北町１－３－１

＜室蘭警察署＞



43 株式会社エネサンス北海道室蘭支店 登別市栄町３丁目３番地１

44 ㈱エムクオリティサービス 登別市若草町4丁目7番地2

45 エムケープラント有限会社 室蘭市東町３丁目２－１４

46 株式会社江良自動車整備工場 室蘭市輪西町２丁目２６番１号

47 株式会社エルム楽器室蘭支店 室蘭市中島町１丁目１９番２号

48 遠田建設株式会社 登別市緑町２丁目３１番３号

49 大岡技研株式会社室蘭工場 室蘭市仲町５番１８

50 株式会社大久保電気工事 室蘭市知利別町2丁目1-17

51 有限会社大関技建 室蘭市中島本町１丁目１-１２

52 有限会社大西工業 登別市美園町２－２－２

53 オール設備株式会社 登別市中央町１丁目４番地１０

54 小川工業株式会社 室蘭市母恋北町１丁目２番５号

55 株式会社奥村組日本製鉄室蘭工事所 室蘭市仲町12－1日本製鉄室蘭製鉄株式会社協力会センター

56 株式会社奥村組日本製鉄室蘭土木工事所 室蘭市仲町12-1日本製鉄室蘭製鉄所内協力会センター3021

57 オフィスマシン販売株式会社 室蘭市東町５丁目２番１号

58 介護老人保健施設憩 室蘭市知利別町１丁目４５番地

59 海星学院高等学校 室蘭市高砂町3丁目7番7号

60 学校法人坂本学園ピノキオ幼稚園 室蘭市白鳥台２丁目４番２号

61 学校法人望洋大谷学園北海道大谷室蘭高等学校 室蘭市八丁平３丁目１番１号

62 学校法人北斗文化学園 室蘭市母恋北町１丁目５番１１号

63 学校法人美園学園 室蘭市東町１丁目２０番２３号

64 学校法人明星学園清泉幼稚園 室蘭市祝津町３丁目１０番７号

65 学校法人室蘭中島学園室蘭中島幼稚園 室蘭市中島本町１丁目８番５号

66 株式会社カナザワ 登別市中央町２丁目２０番地２０

67 株式会社カナモト室蘭営業所 室蘭市茶津町３８番１号

68 株式会社カネサン佐藤水産 室蘭市東町３丁目３１番１号

69 有限会社管工設備 登別市新生町４丁目６番地６

70 ㈱かんぽ生命保険東室蘭郵便局かんぽサービス部 室蘭市東町2丁目27番2号

71 木島建設株式会社 室蘭市宮の森町4丁目19番4号

72 北日本産業株式会社 室蘭市中島町４丁目７番１４号

73 北日本石油㈱室蘭販売支店 室蘭市中央町２丁目７番１３号

74 有限会社公田鐵工所 室蘭市御崎町2丁目9番5号

75 共栄工業株式会社 室蘭市東町３丁目１番１号

76 株式会社共栄内装 室蘭市中島町４丁目13番６号

77 株式会社協同鋼管 室蘭市茶津町４番地日本製鋼所M&E室蘭製作所構内

78 協業組合室蘭清掃管理センター 室蘭市寿町３丁目２４番５号

79 共立産業商事株式会社 室蘭市大沢町１丁目１番１３号

80 共立電気工事株式会社 室蘭市中島町４丁目８番４号

81 居宅介護支援事業所エバーグリーン 室蘭市八丁平4丁目16番12号

82 株式会社草塩建設 登別市中央町３丁目１２番地４

83 株式会社　楠本フーズ 室蘭市日の出町３丁目７番１号

84 有限会社熊谷解体工業 室蘭市東町５丁目１５番７号

85 株式会社熊谷工業 室蘭市宮の森町２丁目１－12

86 有限会社グランディール 室蘭市中島町３丁目２７番５号



87 クリーンビル開発株式会社 登別市千歳町２丁目１０番３

88 栗林機工株式会社 室蘭市寿町３丁目４番２号

89 株式会社栗林商会 室蘭市入江町１番地１９

90 株式会社栗林商会エネオス事業部 室蘭市幌萌町１６４－１

91 ㈱栗林商会港運事業部 室蘭市築地町147番地3

92 株式会社栗林商会棒線物流事業部 室蘭市仲町１２番地

93 黒光建設株式会社 室蘭市東町２丁目２６番９号

94 株式会社慶生工業 登別市大和町２丁目２番地１

95 株式会社顯幸明治けんこう宅配室蘭店 室蘭市白鳥台２丁目６番地４号

96 建成ホーム株式会社 登別市富岸町３丁目４３－２

97 有限会社恒栄電気工事 室蘭市八丁平４丁目２８番６号

98 株式会社興伸工機 室蘭市東町３丁目８番４号

99 幌清株式会社 室蘭市仲町１２番地

100 高速道路トールテクノロジー㈱室蘭ﾃｸﾉｼｮｯﾌﾟ 室蘭市崎守町３１６番地３

101 株式会社ゴウダ 登別市片倉町2丁目24－26

102 株式会社耕電設 室蘭市中島町４丁目１７－３３

103 有限会社港北工業 室蘭市仲町12番地

104 興和工業株式会社 登別市新栄町１番地１２

105 コーセイ産業株式会社 室蘭市輪西町１－１９－４

106 国立大学法人室蘭工業大学 室蘭市水元町２７番１号

107 株式会社小島商事 室蘭市母恋北町２丁目７番４号

108 小玉硝子トーヨー住器株式会社 室蘭市日の出町２丁目６番９号

109 小林架設工業株式会社 室蘭市東町１－17－19

110 有限会社KOBETSU　日本製鉄内事業所 室蘭市仲町12番地

111 株式会社近藤商会室蘭支店 室蘭市常盤町６番１７

112 株式会社今野鉄工所 室蘭市港北町1丁目25番地33

113 在宅介護センター泉寿園 室蘭市柏木町38番25号

114 株式会社さくら通建室蘭支店 登別市鷲別町1丁目48番8号

115 佐々木機工株式会社 室蘭市東町2-2-19

116 株式会社佐々木組 登別市富岸町３丁目４２番１号

117 佐々木塗装工業株式会社 室蘭市寿町３丁目２番２０号

118 サッポロウエシマコーヒー株式会社登別支店 登別市青葉町２７番地１

119 株式会社札幌電工室蘭営業所 室蘭市東町３丁目１番１０号

120 札幌トヨタ自動車株式会社室蘭支店 室蘭市東町３丁目１７番１号

121 札幌トヨペット株式会社室蘭店 室蘭市日の出町２丁目３３番１２号

122 札幌日産自動車株式会社くるまるく室蘭 室蘭市東町３丁目２８番１号

123 札幌日産自動車株式会社室蘭中島店 室蘭市中島町４丁目２番６号

124 株式会社佐藤製線所 室蘭市香川町３７番２４号

125 佐藤設備工業株式会社 室蘭市築地町１３８－７

126 株式会社サニクリーン北海道室蘭営業所 室蘭市中島町４丁目６番１号

127 さわやか室蘭館 室蘭市幸町９番８号

128 三栄設備株式会社 室蘭市東町１丁目６番３０号

129 三共企業株式会社 登別市大和町１丁目13番１号

130 三協資源株式会社 登別市大和町２丁目２５番地１



131 産業振興株式会社室蘭事業所 室蘭市仲町１２番地

132 産業振興株式会社室蘭ヤード 室蘭市港北町１丁目１番１１号

133 三協清掃株式会社 室蘭市日の出町２丁目１８番２号

134 有限会社三恵興業 室蘭市日の出町３丁目４番10号

135 有限会社山静館 登別市カルルス町１６番地

136 有限会社さんぱい 室蘭市日の出町３丁目３番3号

137 JSS登別スイミングスクール 登別市若草町１丁目４番６号

138 株式会社七光商会 室蘭市寿町２丁目16番16号

139 株式会社島下工業 室蘭市東町４丁目１３番１

140 社会医療法人母恋老人保健施設母恋 室蘭市新富町１丁目５番１３号

141 社会医療法人友愛会 登別市鷲別町２丁目３１番地１

142 社会福祉法人勤医協福祉会勤医協室蘭在宅総合センター 室蘭市輪西町２丁目３番１７号

143 社会福祉法人登別市社会福祉協議会 登別市片倉町6丁目9番地1

144 社会福祉法人登別千寿会特別養護老人ホーム緑風園 登別市中登別町２５３番地７

145 社会福祉法人母恋 室蘭市新富町１丁目２番２号

146 社会福祉法人室蘭言泉学園花ファクトリーあけぼの 室蘭市神代町30番7号

147 社会福祉法人室蘭言泉学園活動支援施設あけぼの 室蘭市白鳥台2丁目3番1号

148 社会福祉法人室蘭言泉学園日中活動センターげんせん 室蘭市母恋北町1丁目2番20号

149 社会福祉法人室蘭天照福祉会 室蘭市柏木町38番1号

150 社会福祉法人室蘭福祉事業協会デイサービスセンターかがやき 室蘭市東町４丁目２０番８号

151 社団法人登別市シルバー人材センター 登別市千歳町４丁目５番地９０

152 宗教法人天照教 室蘭市柏木町３７番３１

153 就労継続支援施設月とらいおん 登別市幸町３ー６

154 昭和生コン株式会社 登別市大和町1丁目2番地16

155 株式会社ジョブサポート 室蘭市東町２－６－７

156 市立室蘭総合病院 室蘭市山手町３丁目８番１号

157 ㈱白ばらクリーニング店 室蘭市御前水町１丁目６番３３号

158 株式会社神栄工機 室蘭市輪西町２丁目１１番１５号

159 株式会社新電機製作所 室蘭市東町1丁目29番地12号

160 新和建設株式会社 室蘭市宮の森町１丁目９番８号

161 水ingＡＭ株式会社 西いぶり管理事務所 室蘭市石川町22－２

162 水ｉｎｇＡＭ株式会社　室蘭管理事務所 室蘭市寿町３丁目１８番蘭東下水処理場内

163 水ingＡＭ株式会社　室蘭浄水管理事務所 登別市札内町320－３

164 株式会社末永電気工事 登別市新栄町１番地６１

165 株式会社スガテック室蘭支店 室蘭市仲町１２番地

166 株式会社鈴木商会室蘭事業所 室蘭市東町３丁目１－１０

167 株式会社鈴木旅館 登別市カルルス町１２番地

168 株式会社スズケン室蘭支店 室蘭市宮の森町４丁目２２番４３号

169 株式会社スリービルト 室蘭市港北町１丁目25番地46

170 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部室蘭センター 登別市大和町２丁目１３番

171 製鉄記念室蘭病院　訪問リハビリテーションセンター 室蘭市知利別町１丁目45番地

172 有限会社成豊建設 登別市常盤町５丁目３８番地５０

173 セコム株式会社室蘭支社 室蘭市中島町２丁目１７番地７号

174 株式会社セノン北海道支社（室蘭開発建設部本部） 室蘭市入江町1番地14



175 創栄設備工業株式会社 室蘭市日の出町１丁目５番４号

176 総合ケアセンター登別百年の森 登別市美園町2丁目35－16

177 創成電機工業株式会社 室蘭市知利別町２丁目１４番地５

178 SOMPOケア株式会社SOMPOケア登別訪問介護 登別市富岸町２丁目１１－１２生田ビル２Ｆ

179 SOMPOケア株式会社SOMPOケア室蘭寿訪問介護 室蘭市寿町２丁目２０番２号

180 株式会社第一岸本臨床検査センター室蘭営業所 室蘭市東町４丁目２０－６

181 第一金属株式会社 室蘭市東町３丁目１番５号

182 株式会社第一滝本館 登別市登別温泉町５５番地

183 有限会社第一物産　室蘭営業所 室蘭市中島町1丁目34-12-1Ｆ

184 株式会社大栄産業 登別市若山町３丁目１８番地

185 有限会社大進 室蘭市海岸町１丁目20番41号

186 大伸電設株式会社 室蘭市宮の森4丁目22番38号

187 ダイセイ電気計装株式会社 室蘭市八丁平5丁目33番1号

188 大成ロテック株式会社室蘭営業所 登別市大和町１丁目８番地８

189 大同電設株式会社 室蘭市東町2丁目25番16号

190 大同電設㈱電設事業部電設センター 室蘭市東町2丁目25番16号

191 大同電設株式会社室蘭支店 室蘭市仲町１２番地

192 太平電気株式会社 室蘭市御前水町１丁目６番３０号

193 太平電業株式会社日本製鉄室蘭事業所 室蘭市仲町12番地協力会センター（西区ビル3階)

194 大丸株式会社室蘭出張所 登別市新生町1丁目17番地１

195 有限会社ダイワガス住設 登別市栄町３丁目９番地１

196 株式会社大和石材 登別市登別東町２丁目１２番地

197 株式会社高砂機鋼 登別市若山町１丁目４番地５

198 高橋衛生工業株式会社 室蘭市知利別町２丁目８番１５号

199 株式会社髙橋管工舎 室蘭市母恋南町４丁目７３番地の３７

200 高橋清掃株式会社 室蘭市知利別町２丁目１２番１２号

201 有限会社高山工業 室蘭市中島町1－38－15

202 拓北電業株式会社室蘭支店 室蘭市中島町３丁目６番２号

203 株式会社武田公益社 室蘭市本町１丁目１番１５号

204 株式会社竹山室蘭支店 室蘭市日の出町２丁目１番１４号

205 ダスキン室蘭東支店 室蘭市八丁平１丁目48－６

206 樹産業株式会社 室蘭市幕西町1番7号

207 有限会社達南電機工業 室蘭市八丁平2丁目6番17号

208 伊達信用金庫わしべつ支店 登別市美園町４丁目２３番地３

209 伊達信用金庫室蘭支店 室蘭市中島町１丁目２９番１号

210 株式会社田中ガラス 登別市若山町１丁目１１番地２

211 ダンロップタイヤ北海道㈱室蘭営業所 登別市鷲別町6丁目27番7号

212 有限会社チバ 室蘭市神代町12番地3

213 株式会社つうけんアクティブ室蘭事業所 室蘭市築地町８９－２４

214 株式会社つうけん室蘭事業所 室蘭市築地町８９－２４

215 株式会社ツクイ登別幌別 登別市幌別町４丁目16－１

216 株式会社ツクイ東室蘭 室蘭市寿町１丁目7－12

217 株式会社テツゲン室蘭支店 室蘭市仲町１６番地

218 鐵和電設株式会社 室蘭市中島町３丁目２２番１０号



219 株式会社電材重機 室蘭市大沢町１丁目２番８号

220 株式会社東亜・ソロ・リフォーム 登別市幌別町６丁目５番地１

221 東海建設株式会社 室蘭市高砂町４丁目１４番１６号

222 東海商事株式会社 室蘭市高砂町4丁目14番16号

223 東京海上日動火災保険株式会社室蘭支社 室蘭市入江町１番６８

224 株式会社同潤社 室蘭市知利別町３丁目１１番４号

225 株式会社ドウデン室蘭メンテナンスセンター 室蘭市宮の森町４丁目２２－４

226 道都防災設備工業株式会社 室蘭市日の出町1丁目8番1号

227 有限会社道南クリーンセンター 室蘭市高平町１番地１９

228 有限会社道南ゴム 室蘭市仲町12番地

229 道南清掃株式会社 室蘭市東町３丁目２番１１号

230 東邦薬品株式会社室蘭営業所 室蘭市中島町３丁目７番１号

231 株式会社東洋興業 登別市新栄町１番地３２

232 株式会社東洋実業室蘭営業所 室蘭市寿町１丁目５番２０号

233 有限会社登和清掃 登別市新栄町１番地４１

234 ㈱トータル保険事務所 室蘭市中島町3丁目27番21号

235 ドーピー建設工業株式会社幌別工場 登別市千歳町１丁目24－1

236 常盤建設株式会社 登別市中央町４丁目１番地１８

237 特殊電極㈱北海道営業所 室蘭市仲町12番地

238 特定非営利活動法人サポート室蘭 室蘭市輪西町２－１２－１５

239 特定非営利活動法人蒼空 室蘭市陣屋町3丁目18-4

240 特定非営利活動法人わっく室蘭 室蘭市高砂町１丁目１０番１７号

241 特別養護老人ホームエンルムハイツ 室蘭市祝津町３丁目１６番３２号

242 特別養護老人ホーム白鳥ハイツ 室蘭市白鳥台４丁目８番１号

243 特別養護老人ホームみたらの杜 室蘭市絵鞆町２丁目２２－１

244 独立行政法人地域医療機能推進機構登別病院 登別市登別東町3丁目10番22号

245 株式会社富岡鉄工所 室蘭市東町３丁目１番３号

246 トヨタＬ＆Ｆ札幌㈱室蘭営業所 室蘭市大沢町１丁目１番１０号

247 トヨタカローラ苫小牧株式会社登別店 登別市幌別町１丁目３番地５

248 トヨタカローラ苫小牧株式会社室蘭店 室蘭市寿町３丁目２０番１号

249 ナラサキスタックス株式会社 室蘭市築地町１４７番地８

250 株式会社楢崎製作所 室蘭市崎守町３８５番地

251 ならの実学園桜ヶ丘幼稚園 室蘭市港北町２丁目２６番３０

252 有限会社成田組工業 室蘭市日の出町1丁目3番14号

253 株式会社西谷硝子 室蘭市日の出町１丁目１９番９号

254 ニチイケアセンター室蘭たかさご 室蘭市高砂町４丁目３２番１３号

255 株式会社日光印刷 室蘭市寿町２丁目３番１号

256 日鋼運輸株式会社 室蘭市茶津町４番地１

257 日鋼工営株式会社 室蘭市茶津町２番地１

258 日鋼室蘭サービス株式会社 室蘭市茶津町４番地

259 株式会社ニッコクトラスト弁当センター 室蘭市みゆき町２丁目１３－１

260 日産プリンス札幌販売株式会社室蘭支店 室蘭市寿町３丁目２３番５号

261 有限会社日新電設 登別市鷲別町６丁目２８番地２

262 日桑建材株式会社 室蘭市日の出町１丁目１６番４号



263 株式会社日胆テクノ室蘭工事センター 室蘭市日の出町２丁目２番１０号

264 日鉄住金セメント株式会社 室蘭市仲町６４番地

265 日鉄スラグ製品株式会社室蘭事業所 室蘭市東町２丁目２２番５号

266 日鉄テクノロジー株式会社室蘭事業所 室蘭市仲町１２番地

267 日鉄テックスエンジ株式会社室蘭支店 室蘭市仲町１２番地

268 日鉄ビジネスサービス室蘭株式会社 室蘭市仲町１２番地

269 日鉄ファーストテック株式会社 室蘭市仲町１２番地

270 日東エフシー株式会社室蘭支店 室蘭市築地町148番地

271 日本製鋼所Ｍ＆Ｅ株式会社 室蘭市茶津町４番地

272 日本製鉄株式会社北日本製鉄所室蘭地区 室蘭市仲町１２番地

273 株式会社日本ハウスホールディングス室蘭営業所 室蘭市高砂町１丁目１１番３６号

274 日本放送協会室蘭放送局 室蘭市山手町１丁目３番５０号

275 日本郵便株式会社登別郵便局 登別市中央町２－１５－１

276 日本郵便株式会社東室蘭郵便局 室蘭市東町２丁目２７番２号

277 日本郵便株式会社室蘭郵便局 室蘭市中央町１丁目１番１０号

278 株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道室蘭道路事務所 室蘭市崎守町３１６番３号

279 ㈱ネクスコ・メンテナンス北海道室蘭事業所 室蘭市崎守町３１６番地３

280 ネッツトヨタ道都株式会社室蘭店 室蘭市東町４丁目２６番１号

281 ネッツトヨタ苫小牧株式会社しんせい店 登別市新生町３丁目１番地１

282 ネッツトヨタ苫小牧㈱室蘭キテネッツ館 室蘭市東町１丁目１番７号

283 株式会社ネットワーク 登別市富岸町1丁目10－７

284 株式会社ノースクリエート 室蘭市八丁平４丁目４３番３号

285 登別温泉ケーブル株式会社 登別市登別温泉町２２４番地

286 登別ガス協同組合 登別市新栄町１番地３９

287 登別カトリック聖心幼稚園 登別市中央町７丁目１５番地１

288 株式会社登別グランドホテル 登別市登別温泉町１５４番地

289 登別クリーンサービス株式会社 登別市新栄町１番地３９

290 登別斎場 登別市桜木町１丁目２７番地

291 登別市消防本部 登別市中央町６丁目１１番地

292 登別市役所 登別市中央町６丁目１１番地

293 登別市役所水道室水道グループ 登別市中央６丁目１１番地

294 株式会社萩原工業 室蘭市舟見町2丁目2番11号

295 函館酸素株式会社室蘭営業所 室蘭市祝津町１丁目７番１５号

296 函館スズキ販売株式会社室蘭営業所 室蘭市中島町４丁目１０番２号

297 函館どつく株式会社室蘭製作所 室蘭市祝津町１丁目１２８番地

298 ㈱馬場義肢製作所室蘭支店 室蘭市母恋北町1丁目3番6号

299 濱野鋼業株式会社 室蘭市仲町１２番地

300 早坂理工株式会社室蘭営業所 室蘭市高砂町5丁目7番15番

301 株式会社林田建設 登別市鷲別町５丁目８番地８

302 東日本高速道路㈱北海道支社室蘭管理事務所 室蘭市崎守町３１６番３号

303 株式会社ビケンワーク 登別市新栄町１番地２９

304 ピザハット東室蘭店 室蘭市宮の森町4丁目2番21号

305 菱中建設株式会社室蘭支店 室蘭市日の出町２丁目４番１号

306 日立建機日本株式会社 室蘭市本輪西町1丁目13－1



307 有限会社日ノ出建設 室蘭市日の出町１丁目12番14号

308 株式会社平林紙店 室蘭市中央町２丁目８番９号

309 株式会社ヒロオ産業 室蘭市日の出町３丁目５番５号

310 有限会社福寿造園土木 登別市新生町4丁目50番地56

311 フジ美建工業株式会社 室蘭市祝津町１丁目５号９号

312 富士建設株式会社 室蘭市中央町３丁目６番３号

313 富士建設株式会社登別支店 室蘭市中央町３丁目５番１３号

314 株式会社藤田設備工業 登別市登別港町１丁目４番地３１

315 富士フィルムBIジャパン株式会社北海道支社室蘭営業所 室蘭市中島町２丁目１８番１１号　中田商会ビル4階

316 株式会社富士薬品室蘭営業所 室蘭市日の出町３丁目８番地６号

317 芙蓉株式会社 室蘭市本輪町1丁目4番2号

318 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社室蘭営業所 室蘭市寿町２丁目３番１号

319 株式会社ベルコ室蘭支社 室蘭市宮の森町３丁目１６番６２号

320 有限会社宝実 室蘭市寿町２丁目２４番１９号

321 株式会社ホートク 室蘭市港北町５丁目103番地１

322 株式会社北央技研 室蘭市港北町1丁目3番15号

323 有限会社北欧冷機工業 登別市登別東町２丁目１５番地７

324 株式会社北捷 登別市富岸町3丁目18－30

325 株式会社北信建設 登別市幌別町4丁目14番地

326 ほくでんサービス株式会社室蘭支店 室蘭市寿町１丁目６番２５号

327 株式会社ほくやく室蘭支店 室蘭市日の出町２丁目１番１４号

328 株式会社北洋銀行中島町支店 室蘭市中島町１丁目２２番６号

329 ㈱北洋銀行室蘭中央支店 室蘭市海岸町１丁目４番１号

330 北硫建設株式会社 登別市大和町２丁目１９番地３

331 ホシザキ北海道株式会社室蘭営業所 室蘭市東町２丁目８－７ADビル２F

332 北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室 室蘭市海岸町１丁目４番１号

333 北海印刷株式会社 室蘭市中島町４丁目12－15

334 北海商事株式会社室蘭営業所 室蘭市輪西町2丁目1番6号

335 北海電気工事株式会社室蘭支店技術グループ 室蘭市寿町1丁目6番25号

336 北海道いすゞ自動車株式会社室蘭支店 室蘭市寿町３丁目１６番５号

337 北海道胆振総合振興局産業振興部農村振興課 室蘭市海岸町１丁目４番１号むろらん広域センタービル

338 北海道胆振総合振興局産業振興部林務課 室蘭市海岸町１丁目４番１号

339 北海道胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市海岸町１丁目４番１号むろらん広域センタービル

340 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 室蘭市海岸町１丁目４番１号

341 北海道運搬機株式会社室蘭支店 室蘭市本輪西町１丁目２番４号

342 北海道エア・ウォーター株式会社室蘭支店 室蘭市港北町１丁目２番２０号

343 北海道エナジティック株式会社室蘭支店 室蘭市東町１丁目２３番２号

344 北海道ＮＳソリューションズ株式会社 室蘭市みゆき町２丁目１３番１号

345 北海道エネルギー株式会社道南支店 室蘭市港北町１丁目５番３号

346 有限会社北海道機械メンテナンス 室蘭市東町３丁目１番９号

347 北海道軌道施設工業株式会社　札幌支店　室蘭機械センター 室蘭市宮の森町４丁目22－４

348 株式会社北海道銀行室蘭支店 室蘭市中島町１丁目２２番５号

349 北海道警察札幌方面室蘭警察署 室蘭市東町４丁目２７番１０号

350 北海道コカ・コーラボトリング株式会社室蘭登別営業課 登別市緑町１丁目２番地７



351 北海道コンクリート工業株式会社 登別市登別港町2丁目1

352 北海道酒類販売株式会社室蘭支店 室蘭市寿町２丁目２番地２８号

353 北海道新聞室蘭支社 室蘭市中央町３丁目５番１号

354 北海道スバル株式会社室蘭店 室蘭市寿町３－２０－４

355 北海道総合在宅ケア事業団登別訪問看護ステーション 登別市片倉町６丁目９番１

356 北海電気工事株式会社室蘭支店 室蘭市東町４丁目８番２号

357 北海道電力株式会社道南支社 室蘭市寿町１丁目６番２５号

358 北海道電力ネットワーク株式会社室蘭支店 室蘭市寿町１丁目６番２５号

359 北海道日産自動車株式会社室蘭店 室蘭市日の出町３丁目７番１０号

360 北海道日野自動車株式会社室蘭支店 登別市栄町１丁目１５番地５

361 北海道ベンディング株式会社室蘭登別事業所 登別市緑町１丁目２番地７

362 北海道マツダ販売株式会社室蘭店 室蘭市寿町１丁目１５番１０号

363 北海道室蘭児童相談所 室蘭市寿町1丁目6番12

364 北海道旅客鉄道株式会社苫小牧電気所室蘭派出所 室蘭市宮の森町4丁目22－4

365 北海道旅客鉄道株式会社東室蘭駅 室蘭市東町２丁目２９－４

366 北海道旅客鉄道株式会社室蘭保線所 室蘭市宮の森町４丁目２２番４号

367 北海道労働金庫室蘭東支店 室蘭市東町４丁目２９番２号

368 有限会社北光工業 室蘭市東町３丁目１番１０号

369 北興工業株式会社 室蘭市入江町１番地の６３

370 株式会社ホテル岩井 登別市カルルス町１０番地

371 ホンダカーズ南北海道株式会社室蘭中島店 室蘭市中島町４丁目１１番５号

372 ホンダカーズ南北海道㈱室蘭西店 室蘭市中島町３丁目１番３号

373 有限会社牧造園 室蘭市高砂町４丁目１３番９号

374 増田工業株式会社 室蘭市東町３丁目１番９号

375 株式会社丸石金物店 室蘭市中島町１丁目１８番１号

376 有限会社マルキタ北星 室蘭市中島町4丁目8番16号

377 株式会社丸三建設 室蘭市宮の森町２丁目１０６番地

378 有限会社丸商 室蘭市舟見町1丁目1番10号

379 株式会社丸中中田商店 登別市栄町３－４－３

380 マルヒラ渡邊水産株式会社 登別市富浦町１丁目４１番地１

381 株式会社マルベリーさわやかセンター室蘭登別 登別市新生町４丁目１６番３号

382 ミサワホーム北海道株式会社室蘭営業オフィス 室蘭市宮の森町4-23-35

383 有限会社瑞貴工業 室蘭市高砂町1丁目23番11号

384 ミスタータイヤマンむろらん店 室蘭市日の出町2丁目32番17号

385 三井住友海上火災保険株式会社北海道支店室蘭支社 室蘭市中島町２丁目２４番１号

386 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社室蘭製作所 室蘭市仲町１２番地

387 三菱ふそうトラック・バス㈱北海道ふそう室蘭サービスセンター 登別市大和町２丁目３番６号

388 株式会社三ツ輪商会 室蘭市日の出町２丁目１８番１５号

389 南北海道ヂーゼル工業株式会社 室蘭市寿町２丁目１９番１５号

390 ミライフ北海道㈱道南店 登別市若草町4丁目12番6号

391 美和電気工業株式会社室蘭営業所 室蘭市日の出町２－２４－８

392 株式会社ムトウ室蘭支店 室蘭市中島町４丁目７番１１号

393 村上鉄筋株式会社 室蘭市中島町４丁目４番６号

394 室ガスサービス株式会社 室蘭市日の出町２丁目４４番１号



395 株式会社室蘭魚市場 室蘭市日の出町２丁目３番１号

396 室蘭開発建設部 室蘭市入江町１番地１４

397 室蘭海陸通運株式会社 室蘭市海岸町１丁目５８番５

398 室蘭海陸通運株式会社現業部 室蘭市築地町１４７－３

399 室蘭ガス株式会社 室蘭市日の出町２丁目４４番１号

400 室蘭漁業協同組合 室蘭市舟見町１丁目１３０番地２１

401 株式会社室蘭クリーンサービス 室蘭市港北町３丁目３番１５号

402 室蘭建設管理部登別出張所 登別市桜木町１丁目１番地

403 室蘭市子ども発達支援センターあいくる 室蘭市母恋南町２丁目２２番３号

404 室蘭市消防本部 室蘭市東町２丁目２８番７号

405 室蘭市水道部 室蘭市寿町１丁目１１番１６号

406 室蘭市地域包括支援センター憩 室蘭市知利別町１丁目45番地

407 室蘭自動車工業株式会社 室蘭市中島町４丁目４番２５号

408 室蘭市都市建設部土木課 室蘭市幸町１番２号

409 室蘭市保健福祉部健康推進課 室蘭市東町４丁目２０番６号

410 室蘭市役所企画財政部管財課 室蘭市幸町１番２号

411 室蘭市役所保険福祉部高齢福祉課 室蘭市幸町１番２号

412 室蘭市役所保健福祉部生活支援課 室蘭市幸町１番２号

413 室蘭信用金庫 室蘭市東町２丁目２４番１３号

414 室蘭清掃株式会社 室蘭市日の出町２丁目３４番５号

415 室蘭税務署 室蘭市入江町１番地１３

416 室蘭石油株式会社 室蘭市中央町４丁目２番２号

417 室蘭総合自動車学校 登別市美園町４丁目２３番地２

418 室蘭ダイハツ販売株式会社 室蘭市寿町３丁目１５番４号

419 室蘭ダイヤモータース㈱室蘭本店 室蘭市日の出町３丁目４番６２号

420 室蘭中央自動車学園 室蘭市八丁平４丁目１７番７号

421 室蘭通船株式会社 室蘭市海岸町1丁目無番地

422 室蘭天照福祉会デイサービスセンター泉寿園 室蘭市柏木町38－25

423 株式会社室蘭典礼社 室蘭市本輪西町３丁目２番１０号

424 室蘭舗道建設株式会社 室蘭市東町２丁目１５番５号

425 株式会社ムロランミート 室蘭市東町４丁目１６番２号

426 株式会社室蘭民報社 室蘭市本町１丁目３番１６号

427 有限会社室蘭モータース商会 登別市栄町３丁目１６番地７

428 室蘭ヤクルト販売株式会社 室蘭市日の出町１丁目２０番１３号

429 室蘭幼稚園 室蘭市御前水町2－8－19

430 株式会社室蘭菱雄 室蘭市寿町３丁目２２番１号

431 株式会社メイセイ 室蘭市寿町３丁目９番６号

432 株式会社メイセイ・エンジニアリング 室蘭市中島町３丁目１１番２号

433 有限会社明萌工建 室蘭市幌萌町１６５番地１

434 株式会社明北電機工業 登別市新栄町1番地30

435 株式会社めもりある雲上閣 室蘭市寿町３丁目３番２号

436 株式会社モノリス 室蘭市仲町１２番地

437 守屋建装株式会社 登別市若山町３丁目３４番地１

438 株式会社モロオ室蘭営業所 室蘭市日の出町２丁目２番１０



439 有限会社山下配管工業 登別市桜木町3丁目12－7

440 山田機械工業株式会社室蘭支店 室蘭市寿町３丁目１８番５０号

441 大和工業株式会社室蘭事業所 室蘭市仲町１２番地

442 山本産業㈱きたえるーむ登別 登別市新生町4丁目44-3

443 株式会社山本商店 室蘭市海岸町３丁目４－９

444 ＵＤトラックス北海道株式会社室蘭支店 登別市大和町１丁目１２番地

445 友和産業株式会社 室蘭市宮の森４丁目２３番２５号

446 株式会社　ユニオン建設 室蘭市東町２丁目２番１５号

447 よしおか葬祭株式会社 室蘭市中島本町１丁目１２番１４号

448 吉川工業株式会社室蘭支店 室蘭市仲町１６番地１

449 吉沢商事株式会社 室蘭市海岸町３丁目６番９号

450 株式会社ラルズ室蘭地区本部 室蘭市中島本町２丁目８番１号

451 陸上自衛隊幌別駐屯地 登別市緑町３丁目１番地

452 リコージャパン株式会社　室蘭サービスステーション 室蘭市中島町４丁目１３番７号

453 リプロ株式会社室蘭営業所 室蘭市神代町119－１

454 レイズネクスト株式会社室蘭事業所 室蘭市陣屋町１丁目１７２番地

455 株式会社わかさいも本舗登別支社 登別市若山町２丁目２９番地３

456 株式会社和光商会 室蘭市輪西町２丁目１番１２号

457 渡辺パイプ㈱室蘭サービスセンター 室蘭市日の出町２丁目３１－１４


