
番号 事業所名 事業所住所
1 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社苫小牧サービスセンター 苫小牧市表町２丁目１番１号王子不動産センタービル３階

2 株式会社相沢建設 苫小牧市東開町１丁目１６番７番

3 會澤高圧コンクリート㈱ 苫小牧市若草町３丁目１番４号

4 アイシン北海道株式会社 苫小牧市字柏原３２番地５

5 愛誠園 勇払郡むかわ町穂別８０番地１０

6 アイビーホーム株式会社 苫小牧市新開町４丁目３番１８号

7 株式会社ＩＬｏｖｅファーム 勇払郡むかわ町豊城３１１番地２６

8 ㈱アウル保険工房 苫小牧市三光町5丁目24－20

9 青地建設工業株式会社 苫小牧市柳町１丁目５－６

10 有限会社アカマツ工業 苫小牧市新明町1丁目4番13号

11 株式会社アキ企画 苫小牧市字勇払151番地4

12 株式会社アクティオ 苫小牧市ウトナイ北１－１－３

13 朝日建設株式会社 苫小牧市新開町２丁目１番９号

14 株式会社旭工業 苫小牧市新開町３丁目１３番６号

15 ㈱アシスト苫小牧営業所 苫小牧市新開町2丁目3番12号

16 株式会社アスクゲートノース苫小牧店 苫小牧市新中野町２丁目１番18ＡＳＫＧＡＴＥ ＢＬＤ.Ｔ

17 アズビル㈱アドバンスオートメーションカンパニー苫小牧営業所 苫小牧市表町２丁目１番１４号王子不動産第三ビル６Ｆ

18 株式会社アセット宮本 苫小牧市春日町１丁目５番１５号

19 厚真町土地改良区 勇払郡厚真町京町165番地3

20 厚真町役場 勇払郡厚真町京町１２０番地

21 株式会社アビーロード 白老郡白老町字竹浦538番地

22 安平町社会福祉協議会追分支所 勇払郡安平町追分本町5丁目41番地

23 安平町社会福祉協議会本所 勇払郡安平町早来大町４１番地

24 安平町役場総合庁舎 勇払郡安平町早来大町９５番地

25 安平町役場総合支所 勇払郡安平町追分中央１番地４０

26 阿部牛肉加工株式会社 白老郡白老町字石山３２３番９

27 株式会社阿部工業所 苫小牧市有珠の沢町3丁目19－11

28 阿部商事株式会社 苫小牧市柳町２丁目１番１号

29 阿部電気工事株式会社 苫小牧市光洋町２丁目１－１１

30 株式会社阿部土建 勇払郡安平町早来新栄８８７番地

31 アルファ計画株式会社 苫小牧市のぞみ町１丁目３番１４号

32 株式会社安藤土木 勇払郡むかわ町美幸１丁目85番地１

33 イオン北海道株式会社マックスバリュ支笏湖通り店 苫小牧市元中野町2丁目8－10

34 イオン北海道株式会社イオン苫小牧店 苫小牧市柳町３丁目１番20号

35 有限会社猪狩興業 苫小牧市あけぼの町３丁目３番９号

36 石垣電材株式会社苫小牧営業所 苫小牧市新中野１丁目３番２１号

37 いすゞエンジン製造北海道株式会社 苫小牧市字柏原１番地の４

38 株式会社いすゞショップマルマン 苫小牧市新明町５丁目１番２号

39 株式会社いすゞ北海道試験場 勇払郡むかわ町米原４８９番地

40 株式会社ヰセキ北海道厚真営業所 勇払郡厚真町本郷246-1

41 一心株式会社 苫小牧市一本松町15番地2

42 一般財団法人白老町体育協会 白老郡白老町本町１丁目１－２
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43 一般社団法人全日検北海道事業所 苫小牧市元中野町２丁目２番１７号

44 一般財団法人ハスカッププラザ 苫小牧市旭町2丁目9番7号

45 一般財団法人北海道交通安全協会 苫小牧市旭町３丁目５番１２号

46 一般財団法人北海道電気保安協会苫小牧支部 苫小牧市緑町１丁目２５番１２号

47 一般社団法人日本貨物検数協会北海道支部 苫小牧市元中町２丁目２番13号

48 出光エンジニアリング株式会社苫小牧事業所 苫小牧市字静川３０７番地２

49 出光興産株式会社北海道製油所 苫小牧市真砂町２５－１

50 株式会社出光プランテック北海道 苫小牧市真砂町２５番地の１

51 出光リテール販売株式会社苫小牧営業所 苫小牧市北光町４丁目１４番１５号

52 株式会社伊藤園苫小牧支店 苫小牧市一本松町１３番地２

53 伊藤忠エネクスホームライフ北海道㈱苫小牧・静内ユニット 苫小牧市北光町4丁目16番13

54 有限会社いぶり産業 苫小牧市字錦岡８０－２６

55 胆振総合振興局森林室 苫小牧市矢代町３丁目１番１８号

56 胆振東部消防組合消防署厚真支署 勇払郡厚真町錦町４７番地２

57 胆振東部消防組合消防署厚真支署上厚真分遣所 勇払郡厚真町字厚真２４４番地１１

58 胆振東部消防組合消防署安平支署 勇払郡安平町早来大町１４１番地３

59 胆振東部消防組合消防署安平支署追分出張所 勇払郡安平町追分本町６丁目５４番地

60 胆振東部消防組合消防署穂別支署 勇払郡むかわ町穂別２９番地５

61 胆振東部消防組合消防署鵡川支署 勇払郡むかわ町青葉１丁目７３番地

62 胆振東部森林管理署 白老郡白老町日の出町３丁目４番１号

63 胆振農業改良普及センター東胆振支所 勇払郡むかわ町文京町１丁目６番地

64 今井金商株式会社苫小牧支店 苫小牧市新明町2丁目7番6号

65 医療法人王子総合病院 苫小牧市若草町３丁目４番８号

66 医療法人大島記念会　苫小牧緑ヶ丘病院 苫小牧市清水町１丁目５番７号

67 医療法人こぶし植苗病院 苫小牧市植苗５２－２

68 医療法人社団生き生き会光洋いきいきクリニック 苫小牧市光洋町１丁目１６番１６号

69 医療法人社団生田医院 白老郡白老町字萩野73番地

70 医療法人社団嵩仁会苫都病院 苫小牧市若草町５丁目１０－２１

71 医療法人社団創亮会藤田内科クリニック 白老郡白老町高砂町３丁目１番２６号

72 医療法人社団養生館　青葉病院 苫小牧市青葉町２丁目９番１９号

73 株式会社イワクラ 苫小牧市晴海町２３番地１

74 岩倉化学工業株式会社 苫小牧市字沼ノ端１３４番地の４５０

75 岩倉建材株式会社苫小牧営業所 苫小牧市一本松町１番地７

76 岩倉建設株式会社苫小牧本店 苫小牧市木場町２丁目９－６

77 岩倉商事株式会社 苫小牧市末広町３丁目９番２１号

78 イワクラホーム株式会社苫小牧支店 苫小牧市新中野町３丁目３番１０号

79 株式会社岩崎組 白老郡白老町字社台２７１番地の３

80 有限会社岩崎電気工事 苫小牧市日新町４丁目10番23号

81 ㈱岩崎 苫小牧・室蘭営業所 苫小牧市新開町2丁目1番3号

82 有限会社岩筋砂工業所 勇払郡厚真町字浜厚真１５０番地

83 イワタニセントラル北海道株式会社室蘭支店苫小牧営業所 苫小牧市永福町１丁目５番３号

84 岩間工業株式会社 苫小牧市一本松町4番地の4

85 株式会社ウサミ産業 苫小牧市字沼ノ端１８番地１０３

86 氏家管接株式会社 苫小牧市あけぼの町４丁目１番６５号



87 潮物産株式会社苫小牧営業所 苫小牧市北栄町１丁目２２－１１

88 内海自動車工業株式会社 苫小牧市新明町１丁目１番６号

89 ウメトク株式会社北海道営業所 苫小牧市柳町１丁目３番14号

90 エア・ウォーター・テクノソリューションズ㈱苫小牧検査営業所 苫小牧市字沼ノ端２番地７７

91 エア・ウォーター・ライフサポート株式会社苫小牧営業所 苫小牧市明野新町２丁目１番１４号

92 エア・ウォーターライフソリューション株式会社 苫小牧市若草町１丁目１番２１号

93 エイジス北海道株式会社苫小牧ディストリクト 苫小牧市明野新町２丁目１番１８号明野ビル３階

94 エイト建設株式会社 苫小牧市字柏原６番地８０

95 栄和鋼業株式会社苫小牧営業所 苫小牧市明野新町１丁目１番26号

96 株式会社苫小牧エージェンシー 苫小牧市末広町３丁目６－１４

97 株式会社エス・ケー・テック 苫小牧市日吉町2丁目5番15号

98 SUS株式会社iD shop北海道 苫小牧市字柏原６－３２１

99 株式会社えにし 苫小牧市元中野町２丁目４番14号

100 ＮＸ北旺運輸株式会社 苫小牧市元中野町２丁目１番２９号

101 NXエネルギー北海道㈱苫小牧営業所 苫小牧市新開町3丁目13－3

102 ㈱エヌ・ティ・ティエムイーネットワークサービス事業本部北海道 苫小牧市旭町３丁目６－13ＮＴＴ苫小牧ビル

103 NTTアノードエナジー株式会社北海道支店苫小牧担当 苫小牧市旭町3丁目6－13

104 株式会社エネサンス北海道苫小牧ガスショップ 苫小牧市あけぼの町１－２－４

105 エフティテクノ株式会社 苫小牧市柏原32番地５

106 エミヤエリアパートナーズ株式会社苫小牧営業所 苫小牧市新中野町３丁目６番１１号

107 ＭＦフィード株式会社 苫小牧市真砂町３８番地５

108 株式会社エンジニアリンググループ 苫小牧市拓勇西町２丁目１２－１６

109 エンヂンメンテナンス株式会社北海道営業所 白老郡白老町字石山７９－２２

110 株式会社遠藤組穂別支店 勇払郡むかわ町穂別８番地１２

111 追分ファーム 勇払郡安平町追分向陽1233－１

112 追分保線所 勇払郡安平町追分中央１番地

113 追分保線所追分保線管理室 勇払郡安平町追分中央１番地

114 王子エンジニアリング株式会社苫小牧事業部 苫小牧市王子町２丁目１番１号

115 王子工営北海道株式会社 苫小牧市字勇払１５２番地

116 王子製紙株式会社苫小牧工場 苫小牧市王子町２丁目１番１号

117 王子不動産株式会社北海道支店 苫小牧市表町２丁目１番１４号

118 王子木材緑化㈱苫小牧構内事業所 苫小牧市木場町4丁目1－20

119 王子木材緑化株式会社北海道支店住宅資材事業所 苫小牧市晴海町２１番地

120 旺成自動車工業株式会社 苫小牧市一本松町４－５

121 大浦木材株式会社 白老郡白老町末広町１丁目５番２７号

122 株式会社大滝組 苫小牧市汐見町２丁目１２番１２号

123 大坪建設株式会社 苫小牧市字錦岡４３３番地１０６５

124 株式会社大津山商店 苫小牧市三光町２丁目３番３号

125 有限会社オオバ電設 苫小牧市新開町4丁目4－3

126 大林道路株式会社苫小牧営業所 苫小牧市しらかば町２丁目１番２３号２階Ｃ

127 有限会社大宮造園土木 苫小牧市美原町1丁目1番3号

128 株式会社オールスリー 苫小牧市光洋町1丁目7番10号

129 株式会社岡田重機 白老郡白老町字石山６８番地５

130 岡谷岩井北海道(株) 苫小牧市字勇払２６６番地７



131 岡谷エコ・アソート株式会社 苫小牧市字勇払２６５番地の２７

132 岡谷鋼機北海道株式会社 苫小牧市字勇払２６６番地７

133 越智建設株式会社 苫小牧市新開町３丁目１１番４号

134 越智産業株式会社 苫小牧市新開町３丁目８番９号

135 オノデラ製作所株式会社 苫小牧市ウトナイ北4丁目5－20

136 有限会社小幡商事 白老郡白老町字北吉原１９７

137 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社 苫小牧市表町５丁目４番７号苫小牧海晃第一ビルディング１階

138 株式会社海斗工業 苫小牧市ウトナイ南5丁目２番６６号

139 株式会社開発ストア 苫小牧市入船町２丁目９番１５号

140 花王グループカスタマーマーケティング㈱ 苫小牧市王子町3丁目2番23号朝日生命苫小牧ビル7F

141 花王フィールドマーケティング株式会社 苫小牧市王子町３丁目２番23号朝日生命苫小牧ビル７Ｆ

142 カクサダクリーニング株式会社 苫小牧市新明町３－３－６

143 カクサダ商事株式会社 苫小牧市新明町３丁目３番５号

144 鹿島建設株式会社北海道支店臨海工事事務所 苫小牧市真砂町25－1

145 株式会社カシワバラ・コーポレーション北海道営業所 苫小牧市沼ノ端中央４丁目４番１１号

146 ＫＡＺＵ電工株式会社 苫小牧市宮前町５丁目５－７

147 片山ナルコ㈱北海道営業所 苫小牧市表町３丁目２－１３

148 勝幸辰建設株式会社 苫小牧市豊川町２丁目５番５号

149 学校法人浅利教育学園認定こども園苫小牧もも花幼稚園 苫小牧市澄川町３丁目１６番８号

150 学校法人京都育英館　北海道栄高等学校 白老郡白老町緑丘４丁目６７６番地

151 学校法人坂本北海道学園 苫小牧市日新町３丁目６番１０号

152 学校法人白老日章学園白老さくら幼稚園 白老郡白老町日の出町３丁目９番４７号

153 学校法人鈴木学園苫小牧マーガレット幼稚園 苫小牧市清水町２丁目１１番８号

154 学校法人苫小牧中央学園 苫小牧市新中野町３－１６－４

155 学校法人沼ノ端学園認定こども園はくちょう幼稚園 苫小牧市北栄町３丁目４番６号

156 学校法人沼ノ端学園第２はくちょう幼稚園 苫小牧市北栄町４丁目１番９号

157 学校法人沼ノ端学園はなぞの認定こども園 苫小牧市花園町２丁目11番15号

158 学校法人原学園ひかりの国幼稚園 苫小牧市糸井３５３番地

159 学校法人原学園認定こども園原学園ひかり幼稚園 苫小牧市光洋町３丁目１３番２号

160 学校法人平舘学園青空幼稚園 苫小牧市柏木町２丁目３番５号

161 学校法人ふたば学園苫小牧ふたば幼稚園 苫小牧市王子町１丁目２番１８号

162 学校法人北海道キリスト教学園認定こども園かおり幼稚園 苫小牧市弥生町２丁目８番２５号

163 学校法人北海道徳風学園苫小牧あおば幼稚園 苫小牧市見山町４丁目６－４

164 学校法人むかわ文化学園むかわひかり認定こども園 勇払郡むかわ町大原２丁目１４番地１

165 株式会社勝田組苫小牧本店 苫小牧市新明町１丁目５－５

166 株式会社加藤組 苫小牧市美原町３丁目３番２４号

167 株式会社カトー電設工事 苫小牧市拓勇西町７丁目５番５号

168 株式会社門田組 苫小牧市三光町２丁目８番１号

169 門脇建設株式会社 苫小牧市新明町５丁目１番２号

170 株式会社カナモト特機エンジニアリング部苫小牧機械センター 苫小牧市あけぼの町3丁目4番16

171 株式会社カナモト苫小牧営業所 苫小牧市新開町２丁目３番９号

172 (株)カナモト北海道事業部苫小牧機械集約整備センター 苫小牧市新明町３丁目４番４号

173 株式会社金谷造園 勇払郡厚真町字上厚真２１９番地４

174 株式会社兼正 苫小牧市山手町１丁目２番４号



175 有限会社金田工業所 苫小牧市新開町２丁目４番２号

176 株式会社果夢工房 勇払郡むかわ町美幸３丁目３番地の１

177 川口建設工業株式会社 苫小牧市元町２丁目４番１１号

178 株式会社川田建設 白老郡白老町字石山15番地

179 株式会社川田建設東部事業所 苫小牧市字静川307－２

180 株式会社カワバタ 苫小牧市柳町１丁目７－８

181 川端重機株式会社 苫小牧市船見町２丁目１番７号

182 環境クリエイト株式会社 苫小牧市字勇払１６５－４

183 関西保温工業株式会社　苫小牧事業所 苫小牧市北栄町２丁目２６番１号

184 かんぽ生命苫小牧郵便局かんぽサービス部函館支店 苫小牧市若草町４－２－８

185 株式会社希松 白老郡白老町字虎杖浜393－12

186 北澤建設工業株式会社 苫小牧市桜木町２丁目１８番１１号

187 北日本石油株式会社苫小牧販売支店 苫小牧市新明町４丁目２番２号

188 鬼頭木材工業株式会社 苫小牧市晴海町３７番地

189 株式会社キミシマ 苫小牧市春日町１丁目３番３号

190 有限会社木本建設 勇払郡厚真町本町３０番地

191 キヤノンシステムアンドサポート株式会社苫小牧営業所 苫小牧市表町５丁目４番７号

192 共栄火災海上保険株式会社北海道支店苫小牧支社 苫小牧市若草町３丁目２番１号

193 協栄電設株式会社 苫小牧市花園町４丁目４番３号

194 株式会社共成レンテム苫小牧営業所 苫小牧市ウトナイ南５丁目２番４０号

195 有限会社玉成電設興業 苫小牧市永福町２丁目１３番９号

196 極東船舶企業株式会社苫小牧支店 苫小牧市元中野町２丁目１番２２号

197 勤医協苫小牧病院 苫小牧市見山町１丁目８番２３号

198 勤医協苫小牧在宅総合センター 苫小牧市山手町２丁目１４番９号

199 近海郵船北海道株式会社 苫小牧市一本松町２番３号

200 株式会社きんでん北海道支社苫小牧営業所 苫小牧市若草町１丁目３番７号

201 株式会社久慈重機 苫小牧市新開町２丁目６番４号

202 有限会社久保工業 苫小牧市字糸井344番地１

203 株式会社クラシック北海道クラシックゴルフクラブ 勇払郡安平町早来富岡４０６番地

204 株式会社グランビスタホテル＆リゾート苫小牧ゴルフリゾート７２ 苫小牧市字植苗３４１番地

205 株式会社グリーンテック苫小牧営業所 苫小牧市新開町１丁目１７番１２号

206 栗林機工株式会社苫小牧支店 苫小牧市新開町４－３－１４

207 栗林港運倉庫株式会社 苫小牧市元中野町２丁目１３番１６号

208 株式会社栗林商会苫小牧支社 苫小牧市元中野町２丁目１３番１６号

209 栗林トーヨータイヤ㈱苫小牧支店 苫小牧市三光町２丁目１６番９号

210 株式会社グレートロード 苫小牧市ウトナイ北4丁目6－20

211 株式会社クワザワ苫小牧支店 苫小牧市新開町３丁目９番８号

212 景観緑化株式会社 苫小牧市明野新町３丁目７番２号

213 株式会社軽自動車館苫小牧店 苫小牧市新開町４丁目７番１８号

214 株式会社ケイホク 苫小牧市新明町１丁目３番１５号

215 毛笠コンクリート㈱ 白老郡白老町字竹浦493番１

216 建成ホーム㈱苫小牧支店 苫小牧市拓勇東町4丁目3-12

217 有限会社建和工業本社 苫小牧市美園町３丁目3番16号

218 公益財団法人アイヌ民族文化財団 白老郡白老町若草町2丁目３番２号



219 公益財団法人北海道農業公社日胆支所 苫小牧市若草町５丁目５番３号

220 株式会社鋼商 勇払郡安平町追分弥生５３９番地２

221 株式会社厚信電機 勇払郡厚真町本町２番地

222 株式会社光生舎苫小牧営業所 苫小牧市山手町１丁目３番４号

223 合通プラス株式会社 苫小牧市字柏原６番地２４５

224 合同会社エアポートパーキング 苫小牧市字美沢２６１番地５６

225 合同会社藤井商会 苫小牧市新開町４丁目３番７号

226 鴻野建設株式会社 苫小牧市樽前２００番地の４

227 株式会社神戸物産エコグリーン北海道 勇払郡鵡川町汐見３０２－３

228 光陽商事株式会社 苫小牧市一本松町１２－１

229 高齢者複合施設Ⅲ 苫小牧市表町5丁目11-5

230 株式会社小金澤組 苫小牧市ウトナイ南８丁目４番８号

231 国策機工株式会社 苫小牧市字勇払１４９番地

232 国立研究開発法人農研機構種苗管理センター胆振農場 勇払郡安平町早来富岡４９９番地

233 株式会社五晃建設 苫小牧市川沿町４丁目１１番１４号

234 株式会社小玉 苫小牧市栄町２－２－１０

235 コニカミノルタジャパン株式会社 苫小牧市王子町２丁目２番３号

236 コニファー有限会社 勇払郡安平町早来大町153番地１

237 駒澤大学附属苫小牧高等学校 苫小牧市美園町１丁目９番３号

238 駒沢苫小牧幼稚園 苫小牧市美園町１丁目９番１号

239 コマツカスタマーサポート㈱北海道カンパニー苫小牧支店 苫小牧市新明町1丁目３－７

240 コマツカスタマーサポート㈱北海道カンパニー苫小牧支店第２工場 苫小牧市あけぼの町３丁目２番４号

241 株式会社金剛園 苫小牧市新中野町３－９－２４

242 株式会社近藤商会苫小牧支店 苫小牧市若草町１丁目１番２３号

243 株式会社サカマキ 勇払郡むかわ町晴海１０６番地

244 株式会社ササキ 苫小牧市豊川町３丁目１２番４号

245 佐々木機工株式会社苫小牧営業所 苫小牧市一本松町6番1号

246 株式会社札幌商興 苫小牧市新開町３－９－６

247 札幌トヨタ自動車㈱車両物流部 苫小牧市新明町3丁目1番7号

248 札幌トヨタ自動車㈱糸井店 苫小牧市永福町１丁目５番８号

249 札幌トヨタ自動車㈱苫小牧支店 苫小牧市新開町２丁目１番４号

250 札幌トヨペット株式会社澄川店 苫小牧市澄川町２丁目１番１号

251 札幌トヨペット株式会社苫小牧店 苫小牧市柳町４丁目１９番３６号

252 札幌日産自動車株式会社くるまるく苫小牧 苫小牧市日の出町１丁目５番２７号

253 札幌日産自動車株式会社苫小牧東店 苫小牧市日の出町１丁目５番２５号

254 札幌日産自動車株式会社苫小牧中央店 苫小牧市新中野町２丁目２番１号

255 札幌日産自動車株式会社苫小牧西店 苫小牧市字糸井144番地10

256 札幌臨床検査センター株式会社苫小牧支店 苫小牧市錦町１丁目１番４号

257 佐藤木材工業株式会社北海道苫小牧支店 苫小牧市晴海町２６番７

258 株式会社サニクリーン北海道苫小牧営業所 苫小牧市桜木町１丁目２２－１２

259 株式会社サニックスエナジー 苫小牧市字弁天５０４－４

260 株式会社ザ　ニドム 苫小牧市字植苗４３０番地

261 サンエイ株式会社北海道営業所 苫小牧市字柏原６－２６３

262 株式会社サン技建 勇払郡安平町字遠浅７０７番地１０７



263 山九株式会社 苫小牧市新明町3丁目4番13号

264 株式会社三共骨材事業部 白老郡白老町字石山２５－２

265 産業振興株式会社室蘭事務所原料営業部苫小牧ヤード 苫小牧市字勇払278番２

266 株式会社三協電設 苫小牧市字勇払278番地２

267 三金工業株式会社 勇払郡むかわ町洋光１０番地

268 株式会社三光産業 苫小牧市字勇払１４５番地２５６

269 有限会社サンシャイン21アールベルアンジェ苫小牧 苫小牧市住吉町２丁目７－６

270 株式会社仙台銘板苫小牧営業所 苫小牧市一本松町１５番１９

271 ㈱サンテックス苫小牧事業所 苫小牧市字弁天517番地

272 サントリービバレッジソリューション㈱北海道支社苫小牧支店 苫小牧市日吉町２丁目９番１号

273 株式会社三宝建商 苫小牧市あけぼの町１丁目３番１号

274 株式会社三雄商会 苫小牧市新中野町２丁目１６番１号

275 株式会社サンユー食材 苫小牧市若草町５丁目２番１号

276 株式会社三洋開発 苫小牧市柏木町6丁目14番2号

277 三和シャッター工業株式会社苫小牧営業所 苫小牧市のぞみ町３丁目１７番２２号

278 株式会社Ｃ＆Ｒ 苫小牧市字静川５番地の４

279 株式会社ジー・ロジテック 苫小牧市新明町2丁目5番10号

280 JX金属苫小牧ケミカル株式会社 苫小牧市字勇払１５２番地

281 ㈱ジェイピーシー北海道工場 苫小牧市字柏原6－186

282 株式会社Ｊファーム苫小牧事業所 苫小牧市柏原６－３１２

283 有限会社繁泉産業 苫小牧市字植苗２０２－１０

284 有限会社繁泉産業本社 苫小牧市三光町３丁目１１番１３号

285 株式会社繁富工務店苫東厚真事業所 苫小牧市字弁天５１７番地

286 株式会社Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市表町１丁目１番１１号

287 有限会社シノムラ内装店 苫小牧市花園町３丁目１６番１４号

288 シバタ技術コンサルタンツ株式会社 苫小牧市日吉町２－４－１８

289 清水鋼鐵㈱苫小牧製鋼所 苫小牧市字勇払１４５－２４０

290 社会福祉法人追分あけぼの会 勇払郡安平町追分花園４丁目５番地６

291 社会医療法人延山会苫小牧澄川病院 苫小牧市澄川町７丁目９番１８号

292 社会医療法人平成醫塾苫小牧東病院 苫小牧市明野新町５丁目１－３０

293 社会福祉法人白老町社会福祉協議会 白老郡白老町東町４丁目６番７号

294 社会福祉法人ふれんどケアハウスはぁ～と 苫小牧市明徳町４－４－１７

295 社会福祉法人愛誠会ほべつ誠光 勇払郡むかわ町穂別富内１１４番地

296 社会福祉法人厚真町社会福祉協議会 勇払郡厚真町京町158番地

297 社会福祉法人恵和園 白老郡白老町字白老７６２番地２５

298 社会福祉法人東雲福祉会うとない保育園 苫小牧市ウトナイ南３丁目２０番１号

299 社会福祉法人白老宏友会 白老郡白老町川沿１丁目５５３番地１

300 社会福祉法人緑陽会デイサービスセンターやすらぎ 苫小牧市青雲町２丁目21番地17号

301 社会福祉法人緑陽会デイサービスセンター松風 苫小牧市松風町２番15号

302 社会福祉法人天寿会北海道リハビリテーションセンター 白老郡白老町字竹浦１３３

303 社会福祉法人苫小牧慈光会 苫小牧市字樽前２１６番地５

304 社会福祉法人ビバランドふれあいらんど 苫小牧市新開町４丁目７番１６号

305 社会福祉法人美々川福祉会 苫小牧市字美沢１９３－１

306 社会福祉法人　富門華会 勇払郡安平町早来富岡１２９番地



307 社会福祉法人富門華会障害者支援施設第二富門華寮 勇払郡安平町早来富岡１２９番地

308 社会福祉法人北海道社会福祉事業団とまこまい地域福祉支援センター 苫小牧市旭町1丁目3番6号

309 社会福祉法人山手の里特別養護老人ホームアポロ園 苫小牧市山手町１丁目１２番３号

310 社会福祉法人優和会 白老郡白老町字萩野３１０－１１２

311 社会福祉法人百合愛会認定こども園幼稚舎あいか 苫小牧市柳町４丁目９番１７号

312 社会福祉法人緑星の里介護事業部 苫小牧市字植苗１２１番地７

313 社会福祉法人緑星の里介護事業部ナイスディやなぎ 苫小牧市柳町４丁目１１番３６

314 社会福祉法人緑星の里障害者施設　永光 苫小牧市北栄町３丁目１１－３

315 社会福祉法人緑星の里支援事業部 苫小牧市字植苗１２１番地７

316 社団苫仁会介護老人保健施設ライフスプリング桜木 苫小牧市桜木町２丁目２５番１号

317 社団法人北海道総合在宅ケア事業団しらおい訪問看護ステーション 白老郡白老町東町４丁目６番７号

318 株式会社ジャペックスパイプライン勇払管理所 苫小牧市字沼ノ端１３４番地６４８

319 シュンセイ建設工業株式会社 苫小牧市青雲町2丁目24番9号

320 大山春雪さぶーる株式会社早来工場 勇払郡安平町字遠浅４０番地１

321 昌運工業株式会社苫東厚真事業所 苫小牧市字弁天５１７番地

322 株式会社昭栄興業 苫小牧市日の出１丁目３－２５

323 株式会社常口アトム苫小牧支店 苫小牧市表町3丁目1番12号 第２Ｃ.Ｋ.ビル１階

324 ㈱常口アトム苫小牧支店苫小牧管理センター 苫小牧市表町３丁目１番１２号第２Ｃ.Ｋ.ビル５階

325 株式会社常口アトム苫小牧東店 苫小牧市三光町５丁目２５番１４号

326 昭和マテリアル株式会社苫小牧事業所 苫小牧市あけぼの町１－１－３

327 白老ガス株式会社 白老郡白老町字石山68番地38号

328 白老高齢者複合施設 白老郡白老町東町2-4-12

329 株式会社白老清掃 白老郡白老町高砂町３丁目４３６番1

330 白老町教育委員会 白老郡白老町本町１丁目１番１号

331 白老町消防本部 白老郡白老町字石山２０番地の２４

332 白老町総合保健福祉センター 白老郡白老町東町４丁目６番７号

333 白老町役場 白老郡白老町大町１丁目１番１号

334 新王建設株式会社 苫小牧市船見町１丁目２番２８号

335 株式会社進興工業 苫小牧市字錦岡70番地の13

336 新晃通信工事株式会社 苫小牧市北星町２丁目２７番１７号

337 株式会社新興電気 苫小牧市新開町３丁目１０番１号

338 新東工業株式会社北海道営業所 苫小牧市字柏原６－２６２

339 新明工業株式会社北海道工場 苫小牧市新開町２丁目４番３

340 株式会社信和 苫小牧市新明町１－１－８

341 株式会社進和鉄工所 苫小牧市白金町１丁目１－４

342 水ingＡＭ株式会社 勇払郡安平町早来栄町184－2　早来浄化センター

343 水ingＡＭ株式会社　白老管理事務所 白老郡白老町字白老803番地　白老浄水場内

344 スガノオート株式会社 苫小牧市柳町１丁目５番１５号

345 株式会社スズキ自販北海道スズキアリーナ苫小牧明野 苫小牧市明野新町２丁目１番２号

346 株式会社鈴木住建 苫小牧市日吉町4丁目2番3号

347 株式会社スズケン苫小牧支店 苫小牧市表町１丁目４番２０号

348 有限会社スタークリーニング 苫小牧市新開町３丁目１６ー８

349 株式会社スタック苫小牧営業所 苫小牧市ウトナイ北1-1-13

350 ストロベリーフィールドファーム㈱ 勇払郡むかわ町米原984－1



351 住友電工ツールネット株式会社東京営業部苫小牧営業所 苫小牧市表町５丁目４番７号苫小牧海晃第一ビルディング６階

352 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部苫小牧センター 苫小牧市日吉町３丁目４番４号

353 世紀東急工業株式会社日胆営業所 勇払郡むかわ町晴海８０番地

354 盛興建設株式会社 苫小牧市日の出町２丁目１３番２３号

355 ㈱セイコーマート白老事務所 白老郡白老町字石山7番49号

356 セイコーリテールサービス株式会社 白老郡白老町字石山７番49

357 株式会社成友設備 苫小牧市柳町1丁目5番3号

358 株式会社正和興業 苫小牧市汐見町１丁目２番２号

359 石油資源開発株式会社北海道事業所 苫小牧市字沼ノ端１３４番地６４８

360 セコム株式会社苫小牧支社 苫小牧市表町２丁目１番１号王子不動産センタービル３階

361 株式会社セノン北海道支社 苫小牧市字柏原32－40

362 全国共済農業協同組合連合会北海道本部苫小牧駐在 苫小牧市若草町５丁目５番３号

363 全国共済農業協同組合連合会北海道本部苫小牧自動車損害調査ＳＣ 苫小牧市若草町５丁目５番３号

364 綜合警備保障株式会社北海道支社苫小牧支店 苫小牧市双葉町１丁目１番６号

365 空知興産株式会社苫小牧支店 苫小牧市あけぼの町４丁目１番６１号

366 空知興産株式会社苫東リサイクルセンター 苫小牧市字弁天５０４番８

367 損害保険ジャパン株式会社南北海道支店苫小牧支社 苫小牧市表町１丁目３番８号北海道新聞社苫小牧支社ビル

368 株式会社第一岸本臨床検査センター 苫小牧市日吉町２丁目３番９号

369 株式会社ダイコク 苫小牧市ときわ町4丁目8番1号

370 大翔興業株式会社 苫小牧市字錦岡２０番地１１

371 大昭和紙工産業株式会社北吉原工場 白老郡白老町字北吉原１７６番地２

372 大鎮キムラ建設株式会社 苫小牧市日吉町１丁目４－６

373 株式会社たいせい 苫小牧市字錦岡８０－１６

374 大成ロテック株式会社日苫工事事務所 苫小牧市沼ノ端１１番地１

375 大東建託株式会社苫小牧千歳支店 苫小牧市錦町1丁目3-1　カルムオーブサンク1階

376 大同電設㈱電設事業部苫小牧センター 苫小牧市あけぼの町1丁目1番19号

377 大同舗道株式会社日胆営業所 苫小牧市字沼ノ端２番地６２

378 株式会社ダイナックス 苫小牧市字柏原６番地の１８３

379 タイヘイ株式会社苫小牧営業所 苫小牧市新中野町2-1-7

380 太平電業株式会社王子製紙苫小牧事業所 苫小牧市王子町２－１－１王子製紙株式会社苫小牧工場構内

381 太平電業株式会社苫小牧事業所 苫小牧市真砂町27番地3

382 太平電業株式会社苫東厚真事業所 苫小牧市字弁天５１７

383 太平洋フェリー株式会社北海道支店 苫小牧市あけぼの町３丁目１番10号

384 有限会社太豊建設 苫小牧市美原町３丁目１番５号

385 株式会社たいよう 苫小牧市日吉町４丁目１番14号

386 大陽日酸北海道㈱物流部 苫小牧市字柏原３２－３８

387 髙瀬物産株式会社苫小牧支店 苫小牧市柳町１丁目５番８号

388 株式会社高田組 苫小牧市宮前町1丁目2-14

389 高田水産 白老郡白老町虎杖浜４３番地の４

390 株式会社髙安工業 苫小牧市澄川町５丁目20－５

391 株式会社瀧澤電気工事 苫小牧市桜木町３丁目６番６号

392 瀧本産業株式会社 勇払郡安平町安平４４２

393 有限会社拓新工業 苫小牧市見山町1丁目12番1号

394 株式会社拓道建設 苫小牧市新明町５丁目２８番５号



395 武ダ技建創株式会社安平支店 勇払郡安平町追分花園2丁目58番地

396 株式会社竹山苫小牧支店 苫小牧市一本松町１３番地２

397 株式会社ダスキンサンフラワーダスキン汐見支店 苫小牧市汐見町３丁目７－１９

398 株式会社ダスキンライラック 苫小牧市豊川町２丁目６番２４号

399 株式会社田中組 白老郡白老町字社台１３９番地７

400 株式会社タナカコンサルタント 苫小牧市新開町２丁目１番３号

401 田辺商事㈱苫小牧営業所 苫小牧市新中野町２丁目７番16号

402 株式会社田原 苫小牧市あけぼの町３－４－４

403 タマホーム株式会社苫小牧支店 苫小牧市北栄町5丁目6－2

404 樽前カントリークラブ 苫小牧市字錦岡４９１番地

405 丹野工業㈱苫小牧支店 苫小牧市王子町２丁目１番１号

406 ダンロップタイヤ北海道株式会社苫小牧支店 苫小牧市新明町２丁目７番５号

407 株式会社筑豊製作所苫小牧支店 苫小牧市字沼ノ端2－41

408 株式会社千歳空港ゴルフ場 苫小牧市字植苗２９１

409 チュウケイ株式会社胆振支社 苫小牧市表町5丁目4番7号　苫小牧海晃第一ビルディング3階

410 中部飼料株式会社北海道工場 苫小牧市晴海町４３番地４６

411 株式会社つうけんアクティブ道南事業部苫小牧事業所 苫小牧市新明町２丁目６番１号

412 株式会社つうけん道南事業部苫小牧事業所 苫小牧市新明町２丁目６番１号

413 株式会社塚辺興業 苫小牧市拓勇東町2丁目12－23

414 株式会社ツクイ苫小牧柏木 苫小牧市柏木町６丁目２１－１９

415 株式会社ツクイ苫小牧本幸営業所 苫小牧市本幸町１－３－５

416 都築テクノサービス株式会社北海道支店苫小牧営業所 苫小牧市表町２丁目１－１４王子不動産第３ビル

417 株式会社ＴＫ・ワークス 苫小牧市三光町２丁目２０番１４号

418 ㈱ティーバイティーホールディングス苫小牧店 苫小牧市春日町1丁目4－3

419 デイサービスセンター優らいふ 苫小牧市新明町4丁目20－22

420 デイサービスセンターしんとみ 苫小牧市新富町1丁目3-5

421 デイサービスセンター拓勇 苫小牧市拓勇西町4丁目1-15

422 寺石商事株式会社 苫小牧市日吉町１丁目１－３０

423 株式会社電気工事西川組 苫小牧市矢代町２丁目１０番１３号

424 ㈱電材重機苫小牧支店 苫小牧市北栄町5丁目1番18

425 株式会社電友社 苫小牧市北栄町3丁目20番21号

426 東亜外業株式会社北海道工事事務所 苫小牧市真砂町39番地出光興産(株)東用地Ａ棟２階

427 道央佐藤病院 苫小牧市字樽前２３４

428 東京海上日動火災保険株式会社苫小牧支社 苫小牧市表町２丁目１番１号王子不動産センタービル５階

429 東京美装北海道株式会社苫小牧営業所 苫小牧市表町２丁目１番１号

430 東芝テックソリューションサービス株式会社苫小牧サービスステーション 苫小牧市元中野町4丁目15番15号

431 東芝電材マーケティング株式会社苫小牧営業所 苫小牧市緑町１丁目２０番１０号

432 株式会社どうしんかまだ 勇払郡むかわ町文京2丁目9-1

433 東成設備株式会社 苫小牧市汐見町1丁目2番21号

434 ㈱ドウデン札幌支店苫小牧メンテナンスセンター 苫小牧市若草町４丁目６番１６号

435 道南綜合土建株式会社 白老郡白老町大町１丁目１０番８号

436 道南硝子株式会社 苫小牧市新開町２丁目１２番１０号

437 道南訪問看護ステーション 苫小牧市しらかば町３丁目２番１８号

438 株式会社道南レミック 苫小牧市新開町３丁目４番３号



439 有限会社東日建設 苫小牧市明野新町３丁目２０番１５号

440 東邦薬品株式会社苫小牧営業所 苫小牧市有明町１丁目５番２５号

441 東北木材株式会社苫小牧工場 苫小牧市晴海町39番地

442 株式会社東陽苫小牧営業所 苫小牧市北栄町１－８－42

443 株式会社東洋実業苫小牧営業所 苫小牧市若草町３丁目２番１号苫小牧共栄火災ビル3階

444 東洋テック株式会社 苫小牧市永福町２丁目13番14号

445 道路建設株式会社道南事業所 苫小牧市新明町２丁目４番１号

446 道路工業株式会社苫小牧工事事務所 苫小牧市沼ノ端２番地５５

447 株式会社東和 苫小牧市川沿町６丁目２１番２１号

448 東和電商株式会社苫小牧営業所 苫小牧市三光町１丁目１番２２号

449 トーヨーカネツ株式会社作業所 苫小牧市真砂町39番地出光興産㈱東用地協力会事務所A-2-3

450 株式会社トーヨータイヤジャパン北日本支社苫小牧営業所 苫小牧市新開町３丁目１７番１１号

451 株式会社トキワ北海道支店 苫小牧市表町３丁目２番１３号

452 株式会社トクシャ 苫小牧市あけぼの町１丁目６番４号

453 特定非営利活動法人アルソーレ 苫小牧市新中野町３丁目６番５号華紋ビル

454 有限会社トサオカカデン 苫小牧市桜木町１－２４－２２

455 株式会社トマウェーブ有明支店 苫小牧市有明町１丁目２番４０号

456 株式会社トマウェーブ 苫小牧市字勇払２８５－１

457 苫ガス燃料株式会社 苫小牧市末広町２丁目１０番１９号

458 苫港サービス株式会社 苫小牧市汐見町１－１－６

459 苫小牧いずみ幼稚園 苫小牧市三光町５丁目７番２９号

460 苫小牧王子紙業株式会社 苫小牧市白金町１丁目１番１号

461 株式会社苫小牧オートリゾート 苫小牧市字樽前421-4

462 苫小牧ガス株式会社 苫小牧市末広町２丁目１０番１９号

463 苫小牧管工事業協同組合 苫小牧市旭町４丁目２番１８号

464 苫小牧北倉港運株式会社 苫小牧市字勇払１５２番地２４８

465 苫小牧グリーンアスコン㈱ 苫小牧市字柏原17－17

466 苫小牧栗林運輸株式会社 苫小牧市元中野町２丁目１３番１６号

467 苫小牧広域森林組合 勇払郡むかわ町穂別４３３番地２

468 とまこまい広域農業協同組合 勇払郡厚真町錦町１０番地２

469 とまこまい広域農業協同組合追分支所 勇払郡安平町追分本町１丁目５３番地

470 とまこまい広域農業協同組合白老支所 白老郡白老町本町１－７－４

471 とまこまい広域農業協同組合苫小牧支所 苫小牧市若草町５丁目５番３号

472 とまこまい広域農業協同組合早来支所 勇払郡安平町早来栄町１７３番地５

473 とまこまい広域農業協同組合穂別支所 勇払郡むかわ町穂別５５番地

474 苫小牧港開発株式会社 苫小牧市入船町２丁目９番１５号

475 苫小牧港管理組合 苫小牧市入船町３丁目４番２１号

476 株式会社苫小牧工事 苫小牧市真砂町25－1

477 苫小牧コンクリート株式会社 苫小牧市字沼ノ端２番地の３５

478 ㈱苫小牧再資源センター 苫小牧市北星町2丁目27番14号

479 苫小牧市明野地域包括支援センター 苫小牧市明野新町５丁目２番４号

480 苫小牧市社会福祉協議会 苫小牧市若草町３丁目３番８号

481 苫小牧市消防署 苫小牧市新開町2丁目12番7号

482 苫小牧市消防署新富出張所 苫小牧市新富町１丁目３番１号



483 苫小牧市消防署末広出張所 苫小牧市末広町3丁目9番30号

484 苫小牧市消防署錦岡出張所 苫小牧市青雲町１丁目２３番１２号

485 苫小牧市消防署日新出張所 苫小牧市日新町４丁目２番１号

486 苫小牧市消防署沼ノ端出張所 苫小牧市沼ノ端４２番地１２

487 苫小牧市消防本部 苫小牧市新開町2丁目12番７号

488 苫小牧市役所 苫小牧市旭町４丁目５番６号

489 苫小牧信用金庫 苫小牧市表町３丁目１番６号

490 苫小牧砂防海岸事務所 苫小牧市字柏原３２番地の４０

491 苫小牧税関支署 苫小牧市港町1丁目6番15号

492 株式会社苫小牧清掃社 苫小牧市字糸井４０２番地１４

493 苫小牧聖母幼稚園 苫小牧市新富町２－６－１６

494 苫小牧税務署 苫小牧市旭町３丁目４番１７号

495 苫小牧聖ルカ幼稚園 苫小牧市旭町２丁目６－１９

496 苫小牧地域訪問看護ステーション 苫小牧市旭町２丁目４番２０号　苫小牧医師会２階

497 苫小牧東京重機株式会社 苫小牧市字沼ノ端１８番地３３

498 株式会社苫小牧ドライビングスクール 苫小牧市拓勇東町８丁目６番６８号

499 株式会社苫小牧中野自動車学校 苫小牧市新中野町２丁目１８番１１号

500 株式会社苫小牧ハウジング 苫小牧市字錦岡８１番地１１

501 苫小牧藤幼稚園 苫小牧市双葉町２丁目９番９号

502 苫小牧埠頭株式会社 苫小牧市入船町３丁目４番２１

503 苫小牧埠頭㈱クールロジスティクス事業部 苫小牧市字弁天1番地45

504 苫小牧埠頭株式会社オイルターミナル事業部 苫小牧市真砂町２０番地

505 苫小牧埠頭株式会社港運事業部 苫小牧市晴海町４３番地５３

506 苫小牧埠頭株式会社飼料サイロ事業部 苫小牧市字勇払１４５－２１３

507 株式会社苫小牧民報社 苫小牧市若草町３丁目１番８号

508 苫小牧ヤクルト販売株式会社 苫小牧市花園町１丁目２番１１号

509 苫重建設株式会社 苫小牧市字糸井７０番地

510 株式会社苫食 苫小牧市有明町１丁目６番21号

511 ㈱苫信ビジネスサプライ 苫小牧市表町３丁目１番６号

512 株式会社とませい有明事業所 苫小牧市有明町１丁目２番４０号

513 ㈱とませい新開事業所 苫小牧市新開町２丁目２番１０号

514 株式会社トマテック 苫小牧市拓勇東町３丁目２－６

515 （有）苫電 苫小牧市字錦岡443－1103

516 株式会社　苫東 苫小牧市字柏原２１１番地の１

517 苫東アスコン 苫小牧市字沼ノ端１６番地

518 苫東コールセンター株式会社 勇払郡厚真町字浜厚真６２２番地

519 苫東石油備蓄株式会社苫小牧事業所 苫小牧市字静川３０８番地

520 株式会社とまビルサービス 苫小牧市表町２丁目１番１４号　王子不動産第三ビル７Ｆ

521 ドミノピザ苫小牧桜木町店 苫小牧市桜木町4－16－2

522 ドミノピザ苫小牧日の出町店 苫小牧市日の出町2－12－16

523 株式会社トモヒロ 苫小牧市明野新町２－２－２５

524 トヨタL&F札幌株式会社苫小牧支店 苫小牧市一本松町１１番地３

525 トヨタカローラ苫小牧株式会社 苫小牧市柳町４丁目６番３２号

526 トヨタカローラ苫小牧株式会社白老店 白老郡白老町字石山７番地４４



527 トヨタカローラ苫小牧株式会社糸井店 苫小牧市字糸井１４４番地の７

528 トヨタ自動車北海道株式会社 苫小牧市字勇払１４５番地１

529 トヨタ　モビリティパーツ株式会社苫小牧営業所 苫小牧市新開町２丁目５－２

530 有限会社内城電気工事 苫小牧市字糸井382番地36

531 長岡造園株式会社 苫小牧市新明町５丁目２９番９号

532 株式会社中島土建 苫小牧市日新町１－１０－１

533 長田広告株式会社 苫小牧市拓勇東町７丁目７番45号

534 長門建設株式会社東開事業所 苫小牧市東開町１丁目７番７１号番７１号

535 ㈱中野銘木店苫小牧営業所 苫小牧市有明町1丁目5－16

536 有限会社中野商事 苫小牧市新中野３－１－２５

537 中原建設株式会社 苫小牧市美原町１丁目１番７号

538 株式会社中村電気 苫小牧市美園町３丁目１４番１８号

539 有限会社七尾重機 勇払郡むかわ町穂別６２番地２

540 ナブコシステム株式会社苫小牧営業所 苫小牧市柏木町１丁目１番１３号

541 ナラサキ産業株式会社苫小牧営業所 苫小牧市若草町２丁目１番２号

542 ナラサキライン株式会社 勇払郡むかわ町大成町１丁目４０

543 ナラサキスタックス株式会社 苫小牧市元中野町２丁目１３番２４号

544 日本紙通商株式会社白老営業所 白老郡白老町字北吉原１７６－３

545 ニシオレントオール北海道株式会社苫小牧営業所 苫小牧市一本松町２－１

546 錦岡幼稚園 苫小牧市明徳町４丁目６番６０号

547 株式会社錦戸電気 苫小牧市新明町１丁目１番８号

548 西田鉄工株式会社北海道工場 苫小牧市字柏原６番７２号

549 ㈱西谷硝子苫小牧営業所 苫小牧市柳町1丁目5番17号

550 ニチアスエンジニアリングサービス株式会社苫小牧事務所 苫小牧市表町２－１－４王子不動産第３ビル５階

551 ニチアス株式会社苫小牧営業所 苫小牧市表町２丁目１－１４　王子不動産第三ビル５階

552 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター苫小牧 苫小牧市光洋町１丁目５番１７号

553 株式会社日栄工業 苫小牧市字沼ノ端２５８番地１３１

554 日揮株式会社北海道現場事務所 苫小牧市真砂町25－1　出光興産㈱内日日揮㈱

555 日軽北海道株式会社 苫小牧市晴海町43番地3

556 日軽北海道株式会社　サービス事業部 苫小牧市日新町2丁目2番23号

557 日産サービスセンター株式会社北海道支社 苫小牧市新明町３丁目６番１２号

558 日産部品北海道販売株式会社苫小牧店 苫小牧市新明町５丁目２９番１７号

559 日産プリンス札幌販売株式会社苫小牧支店 苫小牧市光洋町１丁目２番８号

560 日産プリンス札幌販売株式会社　苫小牧東支店 苫小牧市柳町４丁目６番５０号

561 株式会社日商太平北海道リバーヒルゴルフ倶楽部 苫小牧市字植苗３８６番地

562 株式会社日進ＬＲＤ 苫小牧市字植苗４３７

563 株式会社日進商事 苫小牧市柳町1丁目7番11号

564 株式会社日専連パシフィック 苫小牧市表町３丁目２番１１号

565 株式会社日胆テクノ 苫小牧市新開町２丁目４番２号

566 日鉄ファーストテック㈱フジメック事業部苫小牧営業所 苫小牧市字勇払266－7

567 株式会社日邦バルブ北海道工場 苫小牧市柏原６番地１２０

568 ㈱NIPPO道央道苫小牧舗装補修工事事務所 苫小牧市字柏原６－２４

569 株式会社ＮＩＰＰＯ道南出張所 苫小牧市ウトナイ北４丁目６番２０号

570 日本キャタピラー合同会社 苫小牧市新明町４丁目１番１号



571 日本軽金属株式会社苫小牧製造所 苫小牧市晴海町４３－３

572 日本工業検査㈱苫小牧営業所 苫小牧市真砂町39番地

573 日本梱包運輸倉庫株式会社苫小牧営業所 苫小牧市あけぼの町１丁目７番８号

574 日本製紙株式会社白老工場勇払 苫小牧市字勇払１４３番地

575 日本製紙株式会社北海道工場白老事業所 白老郡白老町字北吉原１８１番地

576 日本製紙白老サポート株式会社 苫小牧市字勇払１４３番地

577 日本生命保険相互会社苫小牧支社 苫小牧市錦町1丁目1-1

578 日本テクノ株式会社苫小牧営業所 苫小牧市王子町3ｰ2ｰ23

579 株式会社日本電溶 苫小牧市字沼ノ端２５５番地２８４

580 日本道路株式会社日胆出張所 苫小牧市一本松町１０番地３

581 日本ニューホランド（株）苫小牧デポ 苫小牧市新明町１丁目４番３号

582 日本年金機構苫小牧年金事務所 苫小牧市若草町２丁目１番１４号

583 株式会社日本ハウスウッドワークス北海道 白老郡白老町字石山６７番地９

584 株式会社日本ハウスホールディングス苫小牧千歳支店 苫小牧市柳町４丁目１９番２４号

585 日本ホワイトファーム株式会社 勇払郡厚真町字厚和７５番地３

586 日本郵便株式会社厚真郵便局 勇払郡厚真町表町１９番地

587 日本郵便株式会社白老郵便局 白老郡白老町大町３丁目４番地２０

588 日本郵便株式会社追分郵便局 勇払郡安平町追分本町４丁目３６

589 日本郵便株式会社上厚真郵便局 勇払郡厚真町字上厚真228－7

590 日本郵便株式会社虎杖浜郵便局 白老郡白老町字虎杖浜４７－２

591 日本郵便株式会社遠浅郵便局 勇払郡安平町遠浅11番地

592 日本郵便株式会社苫小牧郵便局 苫小牧市若草町４丁目２番８号

593 日本郵便株式会社早来雪だるま郵便局 勇払郡安平町早来大町１４８－４

594 日本郵便株式会社穂別郵便局 勇払郡むかわ町穂別６５番地

595 日本郵便株式会社鵡川郵便局 勇払郡むかわ町松風１丁目５１－３

596 ニューデジタルケーブル株式会社苫小牧ケーブルテレビ 苫小牧市日新町２－７－３３

597 楡建設株式会社 苫小牧市字糸井１４３番地７

598 ニワ建設株式会社 苫小牧市字糸井１４１番地９

599 沼田測量設計株式会社 苫小牧市日吉町１丁目２番１２号

600 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道北広島事業所二課 苫小牧市字高丘４１番地９９

601 ネッツトヨタ苫小牧株式会社樽前いとい店 苫小牧市小糸井町１丁目５－２０

602 ネッツトヨタ道都㈱苫小牧店 苫小牧市字糸井１４８番地４

603 ネッツトヨタ苫小牧株式会社 苫小牧市新中野町３丁目１番４号

604 ネッツトヨタ苫小牧㈱キテネッツ館 苫小牧市新開町３丁目２番４号

605 ノーザンファームYearling 勇払郡安平町早来富岡141－1

606 ノーザンファーム 勇払郡安平町早来源武２７５

607 ノーザンファーム空港 苫小牧市美沢114－2

608 株式会社ノーザンホースパーク 苫小牧市字美沢１１４番地７

609 ノース・メディコ株式会社 苫小牧市しらかば町６丁目１８番６号

610 ノース・リライアンス株式会社 苫小牧市豊川町３丁目２５－２３

611 野上工事株式会社 苫小牧市新開町１丁目７番１０号

612 野田電気設備株式会社 苫小牧市永福町２丁目１３番４号

613 日本製紙白老サポート株式会社白老部署 白老郡白老町字北吉原181

614 萩野自動車学校 白老郡白老町字石山２６番地５



615 株式会社白電社 白老郡白老町高砂町１丁目１番５５号

616 株式会社はくねん 白老郡白老町大町1丁目2番12号

617 有限会社八経 苫小牧市糸井町１丁目２番３８号

618 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 LE社 苫小牧市新開町１丁目２０番５号

619 株式会社HANAWA 苫小牧市花園町４丁目１４番１８号

620 株式会社晴木建設 苫小牧市しらかば町３丁目１６番１４号

621 株式会社ビークル 苫小牧市字植苗166番地3

622 東日本警備株式会社 苫小牧市拓勇東町8丁目5番33号

623 東日本電信電話株式会社北海道南支店苫小牧営業支店 苫小牧市旭町３丁目６番１３号

624 東日本フード株式会社苫小牧営業部 苫小牧市澄川町４丁目２－１

625 ビケンビルサービス（株） 苫小牧市矢代町１－２－２６

626 ピザハット苫小牧明野新町店 苫小牧市明野新町４丁目１－１６

627 ピザハット苫小牧豊川店 苫小牧市豊川町２丁目２番地４

628 菱中海陸運輸株式会社苫小牧営業所 苫小牧市晴海町４３番地４９

629 菱中建設株式会社 苫小牧市錦町２丁目６番２２号

630 日立建機日本株式会社苫小牧営業所 苫小牧市新開町３丁目２番１号

631 非破壊検査株式会社苫小牧営業所 苫小牧市沼ノ端中央１丁目１３番５号

632 株式会社美備 苫小牧市泉町1丁目7番8号

633 平井建設株式会社 苫小牧市桜木町４丁目２番１７号

634 株式会社平野 苫小牧市字錦岡20番地９

635 フードテクノエンジニアリング株式会社北海道営業所 苫小牧市新明町２－６－１０

636 株式会社フェニックス事業再生パートナーズ 白老郡白老町字虎杖浜３１２－１

637 有限会社フォーレ白老 白老郡白老町字竹浦６６４番地２

638 有限会社深田燃料店 苫小牧市泉町１丁目６番２２号

639 福興産業株式会社苫小牧支店 苫小牧市柳町１丁目１番１２号

640 株式会社福田組 勇払郡むかわ町美幸町４丁目６２番地

641 福田部品株式会社苫小牧営業所 苫小牧市拓勇西町７丁目４番１１号

642 株式会社福森工務店 苫小牧市末広町１丁目１０番２０号

643 不二工業株式会社北海道支店 苫小牧市旭町１丁目２番４号

644 有限会社藤澤鉄工所 苫小牧市沼ノ端１０－１

645 株式会社藤田組 苫小牧市一本松町１４番地４

646 ㈱フジタコーポレーション 苫小牧市若草町５丁目３番５号

647 フジタ産業株式会社 苫小牧市晴海町３２番地

648 フジタ重機株式会社 苫小牧市美原町３丁目５番１２号

649 フジトランスコーポレーション北海道支店 苫小牧市船見町２丁目５番３号

650 株式会社フジテク工業 苫小牧市美原町３丁目１８番２３号

651 株式会社フジトランスライナー苫小牧営業所 苫小牧市船見町2丁目5-3

652 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱北海道支社苫小牧営業所 苫小牧市表町２丁目１番１４号　王子不動産第三ビル７階

653 富士ホームエナジー株式会社苫小牧営業所 苫小牧市勇払２７６番地１８

654 株式会社富士薬品苫小牧営業所 苫小牧市ときわ町３丁目１７番２４号

655 株式会社ふらっと 苫小牧市豊川町２－１－２

656 ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社苫小牧店 苫小牧市柳町１丁目５番１９号

657 ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱ミスタータイヤマンウトナイ店 苫小牧市ウトナイ北５丁目２番１号

658 ブリヂストンタイヤセンター北日本株式会社 苫小牧市新明町１丁目２番３号



659 ブリヂストンタイヤセンター北日本株式会社札幌ＴＭＳ苫小牧店 苫小牧市しらかば町６丁目１６番１８号

660 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
北海道エリア道南販売本部苫小牧営業所

苫小牧市三光町２－１－１０

661 フルテック株式会社苫小牧営業所 苫小牧市緑町２丁目７番１１号

662 フルハーフ北海道株式会社 苫小牧市晴海町43番地3

663 株式会社ベルコ苫小牧支社 苫小牧市木場町1丁目1番2号

664 株式会社豊月 苫小牧市永福町１丁目１番１７号

665 訪問看護ステーションなないろ 苫小牧市日新町１丁目１－１

666 豊和自動車株式会社苫小牧店 苫小牧市新開町３丁目１６番２号

667 北央信用組合苫小牧支店 苫小牧市住吉町１丁目１番１号

668 有限会社北翔企画 苫小牧市柳町1丁目1番8号

669 北辰公業株式会社 勇払郡厚真町字本郷２６４番地２

670 北進興業株式会社 苫小牧市明徳町１丁目６番１３号

671 株式会社北胆商事 苫小牧市新開町４丁目８番４号

672 株式会社北炭ゼネラルサービス 苫小牧市あけぼの町１丁目３番３号

673 北電興業株式会社苫東事業所 苫小牧市字弁天５１７番地

674 ほくでんサービス㈱苫小牧支店 苫小牧市新中野町３丁目８番７号

675 ホクト株式会社苫小牧きのこセンター 苫小牧市あけぼの町５丁目１－３５

676 ホクニチ株式会社 苫小牧市あけぼの町１－１－１３

677 株式会社ほくやく苫小牧支店 苫小牧市日の出町１丁目４番１７号

678 株式会社北雄圧送 白老郡白老町字萩野３１０番地の１１３

679 北洋海運株式会社 苫小牧市元中野町４丁目１番７号

680 ㈱北洋銀行苫小牧中央支店 苫小牧市表町２丁目１番１号

681 株式会社北陸銀行苫小牧支店 苫小牧市錦町２丁目６番２２号

682 株式会社ホクリョウ生産早来農場 勇払郡安平町早来北町５５番地４２

683 ホクレン農業協同組合連合会苫小牧支所 苫小牧市若草町５丁目５番３号

684 株式会社保健科学研究所苫小牧営業所 苫小牧市啓北町２丁目１１番９号

685 ホシザキ北海道株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市春日町１－３－４グリーンビル１階

686 北海自工株式会社 苫小牧市新開町３丁目１６番４号

687 北海商事㈱苫小牧支店 苫小牧市新聞町3丁目17番3号

688 北海電気工事株式会社苫小牧電力保守センター 勇払郡安平町遠浅６８０番地１０

689 北海電気工事株式会社苫小牧支店 苫小牧市新明町３丁目２番１４号

690 北海道アルミ建材工業株式会社 苫小牧市新明町４丁目２１番６号

691 北海道いすゞ自動車株式会社苫小牧支店 苫小牧市一本松町９番地２

692 北海道胆振総合振興局保健環境部苫小牧地域保健室 苫小牧市若草町２丁目２番２１号

693 北海道運搬機株式会社苫小牧本店 苫小牧市字勇払１５２番地２４５

694 北海道運搬機㈱苫小牧曙支店 苫小牧市あけぼの町１丁目６番１０号

695 北海道エア・ウォーター（株）苫小牧営業所 苫小牧市若草町１－１－２１

696 北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧道路事務所 苫小牧市日吉町２丁目１番５号

697 北海道軌道施設工業㈱札幌支店苫小牧出張所 苫小牧市柳町1丁目3番7

698 (株)北海道銀行苫小牧支店 苫小牧市表町２丁目１番１４号

699 ㈱北海道クボタビジターセンター 苫小牧市新明町2丁目2－3

700 株式会社北海道クボタ厚真営業所 勇払郡厚真町本郷２４３番地１

701 株式会社北海道クボタ鵡川営業所 勇払郡むかわ町大成１丁目３９番地

702 北海道クリーン開発株式会社 苫小牧市寿町２丁目３番１４号



703 北海道警察札幌方面苫小牧警察署 苫小牧市旭町３丁目５番１２号

704 株式会社北海道興農社 勇払郡安平町早来富岡２１０－２０

705 北海道コカ・コーラボトリング㈱苫小牧営業課 苫小牧市新明町４丁目２０番１号

706 株式会社北海道コクボ 勇払郡安平町早来富岡２５４－８

707 株式会社北海道サニックス環境 苫小牧市字勇払２６５番地４

708 北海産業株式会社 苫小牧市あけぼの町２丁目２番１号

709 北海道新聞苫小牧支社 苫小牧市表町１丁目３番８号

710 北海道スバル株式会社苫小牧店 苫小牧市明野新町２丁目２番１２号

711 北海道石炭荷役株式会社 苫小牧市船見町２丁目１番７号

712 北海道赤十字血液センター苫小牧出張所 苫小牧市新開町４丁目６番１７号

713 北海道セキスイハイム株式会社道南支店 苫小牧市末広町３丁目７番１３号

714 北海道石油共同備蓄株式会社北海道事業所 苫小牧市字静川３０７番地２

715 株式会社北海道ソイルリサーチ 苫小牧市北栄町一丁目２２番６６号

716 北海道曹達株式会社 苫小牧市字沼ノ端１３４番地１２２

717 株式会社北海道第一興商苫小牧支店 苫小牧市表町２丁目２番２０号

718 北海道大学苫小牧研究林 苫小牧市字高丘

719 株式会社北海道ダイキアルミ 苫小牧市字柏原6番276

720 株式会社北海道畜産公社早来工場 勇払郡安平町字遠浅６９５

721 北海道電力株式会社苫小牧支社 苫小牧市中野町３丁目８番７号

722 北海道電力株式会社苫東厚真発電所 勇払郡厚真町字浜厚真６１５番地

723 北海道電力ネットワーク株式会社苫小牧支店電力部 勇払郡安平町遠浅６８０番地１０

724 北海道電力ネットワーク株式会社苫小牧支店 苫小牧市新中野町３丁目８番７号

725 北海道日産自動車株式会社苫小牧店 苫小牧市新明町２丁目１番１号

726 北海道農業共済組合いぶり支所 勇払郡厚真町新町２１４番地１

727 北海道農業共済組合いぶり東部家畜診療所 勇払郡厚真町新町２１４番地１

728 北海道ハニューフーズ株式会社苫小牧営業所 苫小牧市ウトナイ北4丁目3－39

729 北海道パワーエンジニアリング株式会社苫小牧事業所 苫小牧市真砂町２７番地３

730 北海道パワーエンジニアリング株式会社苫東厚真火力センター 苫小牧市字弁天５１５番地

731 株式会社北海道日立システムズ苫小牧営業所 苫小牧市表町２丁目１番１４号王子不動産第３ビル７階

732 株式会社北海道日立苫小牧支店 苫小牧市双葉町３丁目１５番８号

733 北海道日野自動車株式会社苫小牧支店 苫小牧市新明町１丁目３番１１号

734 北海道富士電機株式会社苫小牧営業所 苫小牧市新開町3丁目17－4

735 北海道ベンディング株式会社苫小牧事業所 苫小牧市新明町４丁目２０番１号

736 北海道防疫燻蒸株式会社 苫小牧市晴海町１１番地

737 北海道マツダ販売株式会社苫小牧店 苫小牧市光洋町１丁目５番４号

738 北海道マツダ販売株式会社苫小牧東店 苫小牧市春日町１丁目８番１７号

739 北海道三菱自動車販売株式会社苫小牧店 苫小牧市柳町４丁目６番４１号

740 北海道室蘭児童相談所苫小牧分室 苫小牧市双葉町3丁目7番2号

741 北海道メンタルケアセンター 苫小牧市若草町5丁目1番5号

742 北海道リサイクルセンター株式会社 苫小牧市新開町4丁目4番12号

743 北海道旅客鉄道株式会社苫小牧駅 苫小牧市表町6丁目４番3号

744 北海道旅客鉄道株式会社苫小牧電気所 苫小牧市若草町４丁目６番１６号

745 北海道旅客鉄道株式会社室蘭保線所苫小牧保線管理室 苫小牧市王子町３丁目６番４号

746 北海道労働金庫苫小牧支店 苫小牧市表町１丁目４番２４号



747 北海土建工業株式会社 苫小牧市栄町２丁目１番２７号

748 北海マテリアル株式会社 苫小牧市あけぼの町３丁目２番６号

749 北海ラジエーター株式会社 苫小牧市新開町3丁目９番３号

750 北海道酒類販売株式会社苫小牧支店 苫小牧市新開町４丁目３番１０号

751 北海道消防機材㈱苫小牧営業所 苫小牧市表町３丁目２番13号　王子不動産第二ビル３Ｆ

752 北光印刷株式会社 苫小牧市あけぼの町１丁目４番17号

753 北幸重建株式会社 苫小牧市字柏原６番８０

754 株式会社北弘電社苫小牧支社 苫小牧市新中野町３丁目５番１１号

755 株式会社ホットスタッフ苫小牧 苫小牧市旭町３丁目７番６号グランドール旭町１Ｆ

756 株式会社ホテルニュー王子 苫小牧市表町４丁目２番１０号

757 株式会社ほべつすわいん 勇払郡むかわ町穂別長和51－1

758 ホンダカーズ南北海道株式会社苫小牧三光店 苫小牧市三光町１丁目１－８

759 ホンダカーズ南北海道㈱苫小牧新中野店 苫小牧市新中野町２丁目３番３号

760 ホンダカーズ南北海道株式会社苫小牧日の出店 苫小牧市日の出町２丁目１３番２１号

761 本多建設株式会社 苫小牧市桜木町４丁目１６番１号

762 有限会社前田畜産 白老郡白老町字石山１１２番地１４

763 前田道路株式会社苫小牧営業所 苫小牧市東開町１丁目７番７１号

764 株式会社牧野鉄筋 苫小牧市字錦岡５番地１

765 マジェスティックセキュリティー株式会社 勇払郡むかわ町洋光９番地

766 株式会社松浦組 苫小牧市船見２丁目１１番１５号

767 松浦商事株式会社 苫小牧市双葉町１丁目４番８号

768 松田廣一商店 白老郡白老町字虎杖浜７７番地

769 株式会社松本鐵工所 苫小牧市晴海町２８番地１

770 株式会社まるい弁当 苫小牧市清水町２丁目３－４

771 丸栄産業㈱苫小牧出張所 苫小牧市東開町5－14－19

772 株式会社丸恭水産 苫小牧市汐見町１丁目３－６

773 株式会社マルコ小林 勇払郡安平町大町２１

774 マルサン塗料㈱苫小牧営業所 苫小牧市明野新町1丁目1－28

775 丸三機械建設株式会社白老営業所 白老郡白老町字石山９番地３７

776 株式会社丸三興業 苫小牧市字糸井１５０－４７

777 有限会社丸重清川 勇払郡むかわ町字平丘６４番地１１

778 有限会社丸仁木村建業 苫小牧市見山町４丁目３番２号

779 株式会社丸真松川商会 苫小牧市字糸井４０１番地３６

780 株式会社丸斗工業 勇払郡厚真町字厚和６８番地

781 マルトマ苫小牧卸売株式会社 苫小牧市汐見町１丁目１番13号

782 株式会社マルトラ 白老郡白老町字白老７８６番地

783 丸彦渡辺建設株式会社苫小牧支店 苫小牧市若草町５丁目５番１号

784 株式会社丸博野沢組 勇払郡厚真町新町１５５番地

785 株式会社マルベリーさわやかセンター苫小牧 苫小牧市弥生町２丁目１２番４号

786 株式会社丸松博愛舎 苫小牧市大町２丁目２番１２号

787 三浦造園株式会社 苫小牧市桜木町２丁目２４番１２号

788 ミサワホーム北海道株式会社苫小牧営業オフィス 苫小牧市清水町１丁目１番１０号

789 株式会社水堀組 苫小牧市汐見町３丁目６－２２

790 三井住友海上火災保険株式会社北海道支店 苫小牧市表町2丁目1番1号王子不動産センタービル４階



791 三機工業株式会社北海道支店苫小牧出張所 苫小牧市入船町３丁目２番５号　入船クロスポートビル２Ｆ

792 三菱自動車ロジテクノ株式会社北海道事業部 苫小牧市新明町４丁目１番３２号

793 三菱電機ビルソリューションズ㈱北海道支社札幌支店苫小牧営業所 苫小牧市表町５－４－７苫小牧海晃第一ビル

794 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう苫小牧支店 苫小牧市あけぼの町２丁目２番６号

795 株式会社三星 苫小牧市字糸井１４１番地

796 ㈱三ッ輪商会苫小牧事業所 苫小牧市あけぼの町3丁目2番5号

797 ミドリ安全北海道㈱苫小牧支店 苫小牧市音羽町１丁目１７番１３号

798 南北海道三菱自動車販売株式会社 苫小牧市有明町１丁目８－１４

799 株式会社ミヤケン 苫小牧市澄川町８丁目１番９号

800 ミライフ北海道株式会社苫小牧店 苫小牧市一本松町７－８

801 美和電気工業株式会社苫小牧支店 苫小牧市新明町４丁目１２番８号

802 向野商事株式会社苫小牧営業所 苫小牧市新中野町３丁目１１－３

803 有限会社鵡川衛生社 勇払郡むかわ町大成１丁目１３番地

804 むかわ町穂別総合支所 勇払郡むかわ町穂別２番地１

805 むかわ町鵡川厚生病院 勇払郡むかわ町美幸1丁目86番地

806 むかわ町役場本庁 勇払郡むかわ町美幸２丁目８８番地

807 鵡川土地改良区 勇払郡むかわ町花園3丁目48番地

808 鵡川農業協同組合 勇払郡むかわ町末広２丁目１２４番地

809 株式会社ムトウ苫小牧支店 苫小牧市春日町１丁目９番１１号

810 室蘭開発建設部胆振農業事務所 勇払郡安平町早来栄町１３３－１０

811 室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所 苫小牧市末広町１丁目１番１号

812 室蘭建設管理部苫小牧出張所 苫小牧市日の出町２丁目２番７号

813 明健堂苫小牧店 苫小牧市新中野町１－２－２

814 明治ミルクステーション苫小牧宅配センター 苫小牧市緑町１丁目２２－２

815 メイトク北海道株式会社 勇払郡安平町早来富岡257-６

816 メイプル建設株式会社 苫小牧市入船町２丁目９番１５号

817 明和興業株式会社北海道支社 苫小牧市新明町２－７－７

818 明和工業株式会社　苫小牧工場 苫小牧市字柏原６番地２３５

819 株式会社本山グリーン管理 苫小牧市船見町１丁目５番１号

820 株式会社モリ 苫小牧市字植苗１４０番地７

821 森産業株式会社東日本支社 白老郡白老町字竹浦６６４番地２

822 森田産業株式会社 勇払郡厚真町表町１１０番地の７

823 株式会社森本組 勇払郡安平町追分花園１丁目１５番地

824 株式会社モロオ苫小牧営業所 苫小牧市船見町１－１－８

825 八起株式会社 苫小牧市桜木町１丁目２４番１６号

826 株式会社矢野電器 勇払郡むかわ町穂別４６番地

827 株式会社山岡建設工業 勇払郡厚真町字共栄１０１番地の６

828 山川建設株式会社 苫小牧市幸町１丁目２番６号

829 株式会社山口工業所 苫小牧市ウトナイ北４丁目２番２０号

830 株式会社山口電気機械工務所苫小牧支店 苫小牧市一本松町８番地２

831 株式会社山口技研コンサルタント 苫小牧市柏木町１丁目３番７号

832 株式会社山越組 勇払郡むかわ町富内５１

833 山大産業株式会社 苫小牧市末広町３丁目９－２１

834 ㈱ヤマダデンキテックランド苫小牧本店 苫小牧市柳町4丁目3－23



835 株式会社山忠 苫小牧市字勇払27－12

836 ヤマトオートワークス株式会社苫小牧工場 苫小牧市一本松町１２－４

837 株式会社山二帰山金物店 苫小牧市新明町４丁目４番１３号

838 山春興業株式会社 苫小牧市宮前町２丁目２１番１６号

839 山本浄化興業株式会社 苫小牧市字勇払165－４

840 ヤンマーアグリジャパン株式会社厚真支店 勇払郡厚真町本郷１９５番地５

841 ヤンマー舶用システム㈱北海道営業部苫小牧支店 苫小牧市汐見町１丁目３番４号

842 株式会社USEN北海道支社地区営業部苫小牧支店 苫小牧市表町2-1-7王子不動産第１ビル４F

843 ＵＤトラックス北海道株式会社苫小牧支店 苫小牧市新明町２丁目１番２号

844 雪印種苗株式会社道央営業部道央営業所 苫小牧市真砂町３５番地２３

845 ユナイト(株)苫小牧営業所 苫小牧市ウトナイ北４丁目３番２２号

846 横河ソリューションサービス株式会社北海道営業所 苫小牧市泉町２丁目１番４号

847 ㈱横河ブリッジメップ川橋作業所 白老郡白老町竹浦201－62

848 株式会社ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー苫小牧営業所 苫小牧市新明町２丁目１番３号

849 吉沢商事株式会社苫小牧支店 苫小牧市音羽町１－１１－５

850 有限会社ライフデザイン 苫小牧市桜木町２丁目１９－５

851 有限会社ライブビジョン 苫小牧市春日町1丁目12番2号

852 陸上自衛隊安平分屯地 勇払郡安平町安平番外地

853 陸上自衛隊白老駐屯地 白老郡白老町字白老７８２番地１

854 陸上自衛隊早来分屯地 勇払郡安平町東早来番外地

855 ㈱ＬＩＸＩＬトータル販売 苫小牧市日新町１丁目６番１９号

856 リコージャパン株式会社苫小牧事業所 苫小牧市表町４丁目１番６号

857 リックス株式会社苫小牧営業所 苫小牧市沼ノ端中央4丁目1番50号

858 株式会社菱弘電設苫小牧営業所 苫小牧市新中野町３丁目５－１１

859 有限会社菱和 苫小牧市字沼ノ端１８番地７７

860 緑花建設株式会社 苫小牧市有珠の沢町７丁目８番２号

861 有限会社緑匠 苫小牧市字勇払５番地２１

862 緑豊建設株式会社 苫小牧市若草町１丁目２番７号

863 ㈱レンタルのニッケン苫小牧営業所 苫小牧市一本松町10－1

864 株式会社レンテック 苫小牧市柳町町1丁目２番１２号

865 株式会社ローソン道南支店苫小牧事務所 苫小牧市栄町３丁目４番１５号

866 株式会社ロゴスホーム苫小牧支店 苫小牧市拓勇東町２丁目18-21

867 ロジスネクスト北海道株式会社苫小牧支店 苫小牧市あけぼの町１丁目２番２号

868 ㈱ワークスタッフ苫小牧営業所 苫小牧市表町5丁目4－7

869 ワールドグリーン株式会社 苫小牧市字柏原６番地３６６

870 ｙｓリード株式会社 苫小牧市弥生町２丁目２番２号

871 和商株式会社苫小牧営業所 苫小牧市日の出町１丁目３番１４号

872 株式会社和田重機 苫小牧市桜木町２丁目３１番４２号

873 渡辺パイプ株式会社 苫小牧市音羽町１丁目１７番１７号

874 渡辺パイプ株式会社苫小牧住設サービスセンター 苫小牧市新明町3丁目1－11

875 渡辺パイプ株式会社苫小牧電工サービスセンター 苫小牧市新明町３丁目１番１１号

876 渡部工業株式会社 苫小牧市新開町３丁目９番４号


