
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アーステクノ 釧路市星が浦南３丁目４番１０号

2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社北海道支店釧路支社 釧路市黒金町９丁目１番地１

3 株式会社あいけあ 釧路市大川町７番10号

4 愛国自動車学校 釧路市愛国東１丁目２９番１４号

5 株式会社アイテス釧路支店 釧路郡釧路町中央４丁目６５番地３

6 葵建設株式会社 釧路市材木町１５番１７号

7 株式会社青木ブロック工業 釧路郡釧路町遠矢３丁目27番地

8 株式会社阿寒カントリークラブ 釧路市海運１丁目１番９号

9 阿寒共立土建株式会社 釧路市鳥取南６丁目１番１８号

10 有限会社阿寒クリーン社 釧路市阿寒町舌辛原野１１線５１番地

11 株式会社阿寒町観光振興公社 釧路市阿寒町上阿寒23線36番地１

12 阿寒農業協同組合 阿寒郡阿寒町北新町１丁目４番１号

13 阿寒農業協同組合　釧路支店 釧路市昭和南３丁目１６番１９号

14 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉１丁目６番１号

15 株式会社阿寒リゾート　ホテル阿寒湖荘 阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉１丁目５番１０号

16 株式会社アクティブメディカル釧路支店 釧路市新橋大通９丁目２番１２号

17 株式会社浅川商会 ピザハット釧路光陽店 釧路市光陽町14番５号

18 株式会社浅川商会　ピザハット ザ・ビッグ春採店 釧路市春採７丁目１-48

19 株式会社浅利組 釧路市松浦町４番３号

20 株式会社芦田建設 釧路市愛国西２丁目１８番１５号

21 東工業株式会社 釧路市材木町１４番３０号

22 東工業株式会社別保事業所 釧路郡釧路町別保東２丁目

23 東道路株式会社釧路工事事務所 釧路郡釧路町字別保原野南２５線６７番地

24 株式会社阿部新聞店 釧路市黒金町１４丁目９番地２

25 阿部電気工業株式会社 釧路市鳥取北５丁目１番８号

26 株式会社有田商店 釧路市入江町１番８号

27 ALSOK北海道株式会社釧路支社 釧路市南浜町５番４号

28 株式会社飯塚産業 釧路郡釧路町国誉５丁目３番地１

29 飯塚石材工業株式会社 釧路市若草町９番２号

30 イカリ消毒株式会社釧路営業所 釧路市大楽毛１丁目９－１５

31 株式会社井澤興業 釧路市愛国191-3315

32 石垣電材株式会社釧路営業所 釧路郡釧路町桂４丁目１０番地

33 石川金属工業株式会社 釧路市星ヶ浦南２丁目４番１９号

34 石川板金株式会社釧路支店 釧路市星が浦南２丁目４番１４号

35 株式会社石原商会 釧路市鶴ヶ岱１丁目１１番４号

36 有限会社泉衛生舎 白糠郡白糠町東１条南２丁目３番地１２

37 市橋建設株式会社 白糠郡音別町本町３丁目８３番地

38 株式会社一山米田商会 釧路市星が浦南１丁目４番10号

39 一般財団法人釧路市住宅公社 釧路市黒金町７丁目５番地

40 一般財団法人　釧路市公園緑化協会 釧路市川北町９番３４号

41 一般財団法人自然公園財団阿寒湖支部 釧路市阿寒町阿寒湖温泉１－１－１

42 一般財団法人北海道交通安全協会 釧路市黒金町１０丁目５番地１

＜釧路警察署＞



43 一般社団法人釧路市音別町農業振興公社 白糠郡音別町本町１番１５番地

44 一般社団法人　釧路身体障害者福祉協会 釧路市川北町４番１７号

45 一般財団法人北海道電気保安協会釧路支部 釧路市川北町８番３４号

46 一般社団法人十勝釧路管内さけます増殖事業協会芦別孵化場 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北５線７番地

47 一般社団法人日本自動車連盟釧路支部 釧路市鳥取大通８丁目２番１１号

48 株式会社伊藤園釧路支店 釧路市南浜町８番１０号

49 伊藤機械株式会社釧路支店 釧路市川端町３番８号

50 伊藤工業株式会社 釧路市寿１丁目４番１４号

51 有限会社　伊藤商店 釧路市星が浦南２丁目１番３３号

52 今井金商株式会社釧路支店 釧路市新富士町３丁目８番７号

53 医療法人孝仁会 ヘルパーステーションはまなす 釧路市星が浦大通３丁目９番２６号

54 医療法人資生会つるい養生邑病院 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北２２線西１１番地

55 医療法人社団支心ふたば診療所 釧路市入江町９番14号

56 医療法人　豊慈会 釧路市昭和190番地130

57 医療法人豊慈会　介護老人保健施設老健くしろ 釧路市昭和１９０番４４６２

58 医療法人　豊慈会　釧路北病院 釧路市昭和１９０番地１０５

59 株式会社医療保険経理研究所 釧路市光陽町２番11号

60 有限会社岩田土建 釧路市昭和町４丁目１６番６号

61 イワタニ北海道株式会社釧路営業所 釧路市星が浦南１丁目１番１０号

62 株式会社インプロ 釧路市昭和中央１丁目７番９号

63 株式会社ウインドヒル 釧路市文苑１丁目１番１３号

64 上村塗装株式会社 釧路市新川町１番９号

65 潮物産株式会社釧路営業所 釧路市鳥取大通４丁目１７番１０号

66 株式会社ウチダシステムズ北海道支社釧路支店 釧路市北大通１０丁目２番地１　新釧路道銀ビル９階

67 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 釧路市新栄町17番20号

68 エア・ウォーター・ハローサポート(株)釧路営業所 釧路市寿町4丁目3番10号

69 エア・ウォーター北海道株式会社　釧路産業・医療営業所 釧路市寿４丁目３番１０号

70 エイケン工業株式会社 釧路郡釧路町桂木５丁目１８番地

71 エイジス北海道㈱　釧路ディストリクト 釧路市愛国西１－２４－１５

72 株式会社エイチ・シー・シー 釧路市春採８丁目２番１０号

73 株式会社栄和サービス 釧路市知人町３番１８号

74 有限会社エー・アシスト 釧路市武佐１丁目４７番６号

75 エーザイ株式会社釧路コミュニケーションオフィス 釧路市北大通１２丁目１番４号明治安田生命釧路第２ビル７階

76 株式会社エース電気 釧路市東川町13番15号

77 エコ・アグリ株式会社 釧路市鳥取南８丁目５番１２号

78 株式会社エスピーエム 釧路郡釧路町曙１丁目１番９号

79 エスフーズ北海道株式会社釧路支店 釧路郡釧路町曙１丁目１－２０

80 ＮＸエネルギー北海道株式会社釧路営業所 釧路市貝塚３丁目５番２６号

81 NX機工株式会社釧路支店 釧路市西港１丁目１００番地の３３

82 NCカード株式会社NCくしろ 釧路市北大通11丁目2番地2

83 ＮＴＴアノードエナジー株式会社北海道支店釧路担当 釧路市黒金町９丁目２番地

84 株式会社NTT-MEネットワークサービス事業本部北海道事業所 釧路市黒金町９丁目２番地

85 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道北海道東支店釧路営業支店 釧路市黒金町９丁目２番地

86 株式会社エネコープ釧路営業所 釧路郡釧路町曙３丁目１１－１　コープさっぽろ曙店２階内



87 エミヤエリアパートナーズ株式会社 釧路市川北町４番１７号

88 ＭＳ北海道株式会社 釧路市黒金町７丁目４番地１

89 ＭＰアグロ株式会社釧路支店 釧路市鳥取大通４丁目１８番２４号

90 株式会社エンパイアー釧路支店 釧路市花園町8番3号

91 王子コンテナー株式会社釧路工場 釧路市大楽毛３丁目２番５号

92 王子マテリア株式会社釧路工場 釧路市大楽毛３丁目２番５号

93 大倉工業株式会社 釧路市光陽町６番６号

94 大澤木材株式会社 釧路市阿寒町新町２丁目６番９号

95 大塚食品株式会社釧路工場 釧路市音別町あけぼの２丁目４番地

96 大塚製薬株式会社釧路出張所 釧路市鳥取大通７丁目２番地８

97 株式会社大塚製薬工場釧路工場 白糠郡音別町朝日１丁目１３番地

98 大槻理化学株式会社釧路営業部 釧路市星が浦南２丁目１番３号

99 大友造園建設株式会社 釧路市大楽毛４丁目３番４号

100 奥村食品工業株式会社 釧路市芦野１丁目27番地

101 株式会社奥山興業 白糠郡白糠町和天別９９番地

102 株式会社小野垣組 釧路市愛国西３丁目２番８号

103 株式会社小野寺組 阿寒郡阿寒町富士見３丁目９番１２号

104 帯広刑務所釧路刑務支所 釧路市宮本２丁目２番５号

105 帯広日産自動車株式会社釧路日産MC星が浦店 釧路市星ヶ浦大通２丁目７番６号

106 帯広日産自動車株式会社クリスタル店 釧路市鳥取大通９丁目２番

107 帯広日産自動車株式会社宝町店 釧路市宝町３番１号

108 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社 釧路市北大通１０丁目１番地４北陸銀行住友生命ビル３階

109 音別衛生有限会社 釧路市音別町川東１丁目180番地

110 介護老人保健施設ナーシングホームコスモス 釧路郡釧路町睦２丁目１番１０号

111 介護老人保健施設老健たいよう 釧路市春採７丁目９番８号

112 株式会社カイトー商会 釧路市昭和南４丁目25番17号

113 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 釧路市末広町１３丁目１－４－７釧路サウスビル８階

114 花王フイールドマーケティング株式会社 釧路市末広町１３丁目１ー４ー７釧路サウスビル８階

115 有限会社加賀板金工業所 釧路市若葉１丁目５番地

116 株式会社角一商会釧路営業所 釧路市入江町12番５号

117 株式会社学習塾あすなろ会 釧路市鶴ヶ岱３丁目３番２４号

118 柏木興業 釧路市知人町４番19号

119 学校法人英進学園昭和スポーツ幼稚園 釧路市北園４１番地４１５８

120 学校法人香木学園認定こども園よしの 釧路市大楽毛西２丁目２５番３号

121 学校法人釧路カトリック学園　釧路カトリック幼稚園 釧路市黒金町12丁目10

122 学校法人釧路カトリック学園　釧路聖母幼稚園 釧路市新川町16番19号

123 学校法人釧路カトリック学園釧路ひばり幼稚園 釧路市緑ヶ岡５丁目20番15号

124 学校法人釧浦学園白梅幼稚園 釧路郡釧路町中央８丁目９１番

125 学校法人釧路キリスト教学園釧路めぐみ幼稚園 釧路郡釧路町雪里１－４

126 学校法人釧路誠和学園美原つくし幼稚園 釧路市美原１丁目５０番８号

127 学校法人十條ひまわり学園十條ひまわり幼稚園 釧路市鳥取大通２丁目４番

128 学校法人豊川学園 釧路市愛国西１丁目１８番３号

129 学校法人文香学園かすみ幼稚園 釧路市白金町２４番６号

130 学校法人北海道学院 釧路市昭和中央２丁目７番３号



131 学校法人北海道徳風学園　認定こども園　釧路あおば幼稚園 釧路市鶴野東１丁目８番１号

132 学校法人緑ヶ岡学園釧路短期大学附属幼稚園 釧路市緑ヶ岡１丁目１０番４２号

133 学校法人山辺学園望洋幼稚園 釧路市興津２－２１－３

134 学校法人横田学園 釧路市桜ヶ岡５丁目１番４２号

135 桂工産株式会社 釧路市昭和中央１丁目37番10号

136 金井漁業株式会社 釧路市入舟６丁目３番２５号

137 金井石油株式会社 釧路市文苑１－２２－１１

138 株式会社カナモト釧路東営業所 釧路市星が浦南１丁目４番１５号

139 株式会社カナモト釧路営業所 釧路市星が浦南１丁目１番５号

140 株式会社我満商店 釧路市愛国東３丁目８-１５

141 有限会社上出石材工業 釧路市文苑２丁目４７番１１号

142 KarakamiHOTELS&RESORTSニュー阿寒ホテル 釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目８番８号

143 川崎造船株式会社 釧路市浜町３番６号

144 株式会社川本第一製作所 釧路市星ヶ浦大通１丁目８番地

145 環境コンサルタント株式会社 釧路郡釧路町中央６丁目１５番地２

146 株式会社　環境テクノス 釧路市白金町１９番８号

147 株式会社北島土建 釧路市桜ヶ岡１丁目３番８号

148 株式会社北日本広告社 釧路市黒金町１４丁目９番地

149 北日本石油株式会社釧路販売支店 釧路市文苑１丁目２２番１号

150 北菱産業埠頭株式会社釧路支店 釧路市海運１丁目１番９号

151 北北海道ダイハツ販売株式会社 釧路市鳥取大通７丁目７番17号

152 キヤノンシステムアンドサポート株式会社釧路営業所 釧路市黒金町１４丁目９番地２　阿部ビル１階

153 共栄火災海上保険株式会社北海道支店釧路支社 釧路市浪花町13丁目１-13

154 有限会社協栄農場 阿寒郡鶴居村字中幌呂北１線２６

155 株式会社共成レンテム釧路営業所 釧路市星が浦大通１丁目６番地２２

156 株式会社共立 釧路市松浦町１１番３号

157 協立海上運輸株式会社 釧路市西港１丁目１００番地１５

158 杏林製薬株式会社釧路営業所 釧路市北大通１２丁目１番４号明治安田生命釧路第二ビル８階

159 共和産業機械株式会社 釧路市鶴野72番地14

160 共和紙業株式会社釧路工場 釧路市新野２４番９９５号

161 協和総合管理株式会社 釧路市共栄大通６丁目１番４号

162 釧路アポロ石油株式会社 釧路市宝町２番２号

163 釧路魚市場株式会社 釧路市浜町３番１８号

164 釧路王子紙業株式会社 釧路市大楽毛３丁目２番５号

165 釧路オートリサイクル株式会社 釧路市新野２４番地１０８４

166 釧路開発建設部釧路河川事務所 釧路市幸町10丁目３番地

167 釧路開発建設部釧路港湾事務所 釧路市西港１丁目

168 釧路開発建設部釧路道路事務所 釧路市貝塚３丁目３番１５号

169 釧路ガスサービス株式会社 釧路市寿4丁目１番２号

170 釧路ガス株式会社 釧路市寿４丁目１番２号

171 釧路家畜保健衛生所 釧路市大楽毛１２７番地１

172 釧路火力発電所 釧路市興津１丁目13番１号

173 釧路環境衛生企業組合 釧路市入江町１４番７号

174 株式会社釧路カントリークラブ 釧路市錦町５丁目３番地



175 釧路技研株式会社 釧路市新富士町６丁目３番10号

176 釧路開発建設部 釧路市幸町１０丁目３番地釧路地方合同庁舎

177 釧路キリスト教学園幼稚園型認定こども園湖畔幼稚園 釧路市武佐２丁目３５番５号

178 株式会社釧路グリーンメンテナンス 釧路市星が浦大通南３丁目３番12号

179 釧路公安調査事務所 釧路市柏木町５番７号

180 釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国191番212

181 株式会社釧路厚生社 釧路郡釧路町別保原野南２１線４６番地２０

182 釧路コールマイン株式会社 釧路市興津５丁目２番２３号

183 釧路市阿寒町行政センター 釧路市阿寒町中央１丁目４番１号

184 釧路市音別教育事務所 釧路市音別町朝日２丁目８１番地

185 釧路市音別町行政センター 釧路市音別町中園１丁目１３４番地

186 釧路市漁業協同組合 釧路市浜町３番１２号

187 釧路市市民環境部環境事業課 釧路市古川町２８番地

188 釧路市上下水道部 釧路市南大通２丁目１番１２１号

189 釧路市消防本部 釧路市南浜町４番８号

190 釧路市水産港湾空港部港湾空港課 釧路市西港100番地17

191 釧路市中央消防署 釧路市南浜町４番８号

192 釧路市中央消防署東分署 釧路市春採７丁目３番９号

193 釧路市中部北地域包括支援センター 釧路市文苑４丁目65番２

194 釧路自動車学校 釧路市芦野５丁目１２番１号

195 釧路自動車専門教習所 釧路市大楽毛北１丁目１３番１３号

196 釧路市児童発達支援センター 釧路市住吉２丁目１２番３７号

197 釧路市動物園 釧路市阿寒町下仁々志別１１番

198 釧路市道路維持事業所 釧路市古川町２８番地

199 釧路市西消防署 釧路市鳥取南４丁目４番２２号

200 釧路市西消防署阿寒支署 釧路市阿寒町北新町１丁目５番１号

201 釧路市西消防署阿寒湖温泉支署 釧路市阿寒町阿寒湖温泉３丁目８番１号

202 釧路市西消防署白糠支署 白糠郡白糠町西１条北４丁目２番地１

203 釧路市福祉部介護高齢課 釧路市黒金町７丁目５番地

204 釧路市古川終末処理場釧路市上下水道部下水道建設管理課 釧路市古川町７番地４

205 釧路星ヶ浦自動車学校 釧路市大楽毛南２丁目２番７６号

206 釧路市役所総務部契約管理課 釧路市黒金町７丁目５番地

207 釧路市役所道路河川課 釧路市黒金町７丁目５番地

208 釧路重工業株式会社 釧路市知人町１番５号

209 釧路市立美術館 釧路市幣舞町４番２８号

210 釧路市産業振興部農林課 釧路市黒金町７丁目５番地

211 株式会社釧路新聞社 釧路市黒金町７丁目３番地

212 釧路信用金庫　本店 釧路市北大通８丁目２番地

213 釧路信用組合 釧路市北大通９丁目２番地

214 株式会社釧路スイミング　クラブ 釧路市城山１丁目４番１号

215 株式会社釧路スズキ販売 釧路市双葉町９番５号

216 釧路スバル自動車株式会社 釧路市新富士町４丁目４番１号

217 株式会社釧路製作所 釧路市川北町９番１９号

218 釧路税務署 釧路市幸町１０丁目３番地　釧路地方合同庁舎



219 釧路石炭販売株式会社 釧路市南大通５丁目２番２３号

220 釧路綜合印刷株式会社 釧路市白金町１９番２号

221 釧路総合振興局釧路建設管理部 釧路市双葉町６番１０号

222 釧路総合振興局釧路建設管理部事業室事業課 釧路市双葉町６番１０号

223 株式会社釧路第一経営センター 釧路市柏木町５番３５号

224 釧路丹頂農業協同組合 阿寒郡鶴居村鶴居東４丁目４５番地

225 釧路丹頂農業協同組合幌呂支所 阿寒郡鶴居村幌呂西３丁目１５番地

226 釧路丹頂農業協同組合音別支所 釧路市音別町本町１丁目１５番地

227 釧路丹頂農業協同組合白糠支店 白糠郡白糠町東１条南１丁目２番地２

228 くしろ地域生活支援センター 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地１

229 釧路地域訪問看護ステーション 釧路市新橋大通２丁目２番１０号

230 釧路中央郵便局かんぽサービス部 釧路市幸町１３－２－１

231 釧路町釧望やすらぎの郷 釧路郡釧路町別保原野２０線５３番地９

232 釧路町訪問看護ステーション 釧路郡釧路町東陽大通西１丁目１番地１釧路町保健福祉センター

233 釧路町役場 釧路郡釧路町別保１丁目１番地

234 釧路町立知方学小学校 釧路郡釧路町大字仙鳳趾村字知方学４１番地

235 株式会社釧路鉄筋工業所 釧路郡釧路町若葉１丁目３番地

236 株式会社釧路道伸　　　　釧路営業所 釧路郡釧路町鳥通東７丁目４１番地

237 釧路東水冷凍株式会社 釧路市海運３丁目１番３号

238 釧路東部消防組合 釧路消防署 釧路郡釧路町東陽大通西３丁目３番地３

239 釧路トヨタ自動車株式会社 釧路市鳥取大通６丁目４番３号

240 釧路トヨタ自動車株式会社釧路店 釧路市鳥取南５丁目１１番１０号

241 釧路トヨペット株式会社 釧路市喜多町１番３９号

242 釧路トヨペット株式会社ネッツトヨタ道東釧路店 釧路市鳥取大通４丁目１６番５号

243 釧路農業改良普及センター　釧路中西部支所 釧路市大楽毛１２７番地

244 釧路農業協同組合連合会 機械センター 釧路市大楽毛西１丁目３２番１号

245 釧路ビーエスタイヤ株式会社 釧路市鳥取大通４丁目３番３号

246 釧路風林カントリー　　クラブ 阿寒郡鶴居村字幌呂５９番１

247 釧路扶桑物産株式会社 釧路市入江町１２番２１号

248 釧路ポートサービス株式会社 釧路市西港３丁目１０３番７

249 釧路北部消防事務組合　鶴居消防署 阿寒郡鶴居村鶴居西３丁目２４番地

250 釧路町保健福祉センター 釧路郡釧路町東陽大通西１丁目１番地１

251 株式会社釧路ホテルマネジメントANAクラウンプラザホテル釧路 釧路市錦町３丁目７番地

252 釧路丸水株式会社 白糠郡白糠町庶路甲区６番地５７７

253 有限会社釧路丸和堂 釧路市花園町７番１２号

254 釧路三菱自動車販売株式会社 釧路市堀川町５番４５号

255 釧路ヤクルト販売株式会社 釧路市鳥取大通７丁目２番１号

256 有限会社熊谷造園 釧路市新富士町４丁目10番20号

257 久米工業株式会社 釧路郡釧路町中央２丁目40-２

258 株式会社クラシアン釧路営業所 釧路市川上町６－２

259 株式会社クリーンプロ 釧路市浦見４－３－２１

260 株式会社クロダ部品商工 釧路市鳥取南７丁目２番１６号

261 株式会社クワザワ道東支店釧路営業所 釧路市入江町１２番１７号

262 株式会社軽自動車館釧路店 釧路市豊川町19番16号



263 佳和工務店 釧路市星が浦北２丁目３番16号

264 株式会社KCMコーポレーション粗大ごみ処理センター 釧路市高山４－１

265 株式会社ケミック釧路営業所 釧路市喜多町３番15号

266 有限会社建設工房啓 釧路市暁町８番４号

267 株式会社小出コンサルタント 釧路市川上町１０丁目２番地２

268 (公財)北海道対がん協会　釧路がん検診センター 釧路市愛国東２丁目３番１号

269 公益財団法人北海道農業公社釧路支所 釧路市黒金町１２丁目１０番地１

270 公益社団法人北海道浄化槽協会釧路検査事務所 釧路市文苑４丁目１番２号

271 株式会社光陽 釧路市新野２４線１０７４

272 向陽建設株式会社 釧路市春採４丁目１０番３３号

273 広洋水産株式会社 白糠郡白糠町庶路甲区６番地５８４

274 株式会社郡土木コンサルタント 釧路市米町３丁目１番２０号

275 国分北海道株式会社道東支社釧路支店 釧路市星が浦南２丁目１番２０号

276 こくみん共済ＣＯＯＰ道東支店 釧路市新富町２番２４号

277 国立研究開発法人水産研究・教育機構釧路庁舎 釧路市桂恋116番地

278 コニカミノルタジャパン株式会社釧路営業所 釧路市共栄大通３－１－６　共栄大通ビル１F

279 株式会社コニシ釧路営業所 釧路郡釧路町国誉５丁目１７番地１

280 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社　北海道ｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾌﾄ 釧路市西港１丁目８８－８

281 コマツ道東株式会社釧路支店 釧路市星ヶ浦南２丁目２番７号

282 コムシス北海道エンジニアリング(株)テクノステーション釧路 釧路市黒金町９－２NTTビル内

283 コロナセントラルサービス(株)釧路営業所 釧路市喜多町３-４

284 根釧西部森林管理署 釧路市千歳町６番１１号

285 近藤林業株式会社 釧路市光陽町１７番２１号

286 株式会社彩広舎 釧路市新富士町６丁目２番15号

287 （財）北海道対がん協会釧路がん検診センター 釧路市愛国東２丁目３番１号

288 有限会社齋藤組 釧路市白樺台４丁目９番５号

289 釧路市貝塚２丁目６番25号

290 坂野建設株式会社 釧路市若松町６番２号

291 株式会社佐々木建設 阿寒郡鶴居村鶴居西８丁目９番地

292 札建工業株式会社釧路支店 釧路市喜多町２番２４号

293 札幌歯科器材株式会社釧路支店 釧路市昭和中央１丁目２番１号

294 札幌交通機械株式会社釧路支店 釧路市白金町１３番２５号

295 札幌臨床検査センター株式会社釧路営業所 釧路市喜多町3番2号

296 株式会社サニクリーン北海道 釧路営業所 釧路市若草町９番５号

297 沢田建設株式会社 釧路市愛国東１丁目１番１６号

298 サンエス電気通信株式会社 釧路市星ヶ浦大通１丁目７番１号

299 株式会社サンエス・マネジメント・システムス 釧路市末広町１０丁目１番地６

300 三協テック株式会社釧路支店 釧路市新釧路町５番１７７号

301 三共電気工業株式会社釧路支店 釧路市北大通10丁目２番地１

302 三共舗道株式会社釧路営業所 白糠郡白糠町西庶路西３条南２丁目

303 三建設備工業株式会社釧路営業所 釧路市共栄大通７丁目１番６号

304 株式会社サンケンテックス 釧路市星が浦南２丁目６番６号

305 サントリービバレッジサービス株式会社 釧路郡釧路町中央３丁目１４番３号

306 株式会社三宝商会 釧路市堀川町７番３５号



307 三立機電株式会社釧路支店 釧路市中島町11－12

308 シー・アイ・アール曽我株式会社 釧路市白金町７－１１

309 合同会社C’z-crew 釧路市共栄大通１丁目３番９号

310 ジェイアール北海道エンジニアリング株式会社 釧路市白金町13番25号

311 株式会社ジェイエーコムズ 阿寒郡鶴居村鶴居東３丁目１７番地

312 ＪＳＳ釧路スイミングスクール 釧路市入江町９番３号

313 自衛隊帯広地方協力本部釧路出張所 釧路市幸町１０－３　釧路地方合同庁舎３階

314 塩野義製薬釧路営業所 釧路市北大通１２－１－４　明治安田生命釧路第二ビル５階

315 資生堂ジャパン株式会社北海道・東北営業部釧路オフィス 釧路市末広町１０丁目1番地IT-COMビル７階

316 支雪裡トラクター利用組合 阿寒郡鶴居村支雪裡

317 株式会社篠原園芸 釧路市花園町５番４号

318 株式会社シバタ鐵工業 釧路市新野２４番１０８１

319 島本鉄工株式会社 釧路市仲浜町６番２３号

320 清水電機株式会社 白糠郡白糠町東２条北１丁目３番５号

321 下久著呂トラクター利用組合 阿寒郡鶴居村下久著呂

322 下雪裡トラクター利用組合 阿寒郡鶴居村下雪裡

323 社会医療法人孝仁会　愛国ケアプラン企画センター 釧路市愛国191番5065号

324 社会医療法人孝仁会　釧路市東部北地域包括支援センター 釧路市鶴ケ岱１丁目10番46号

325 社会医療法人孝仁会　釧路訪問リハビリセンター 釧路市芦野1丁目27番1号

326 社会医療法人孝仁会鶴ケ岱ケアプラン企画センター 釧路市鶴ケ岱１丁目10番46号

327 社会福祉法人釧路愛育協会鶴が丘学園 釧路市鶴丘42番地の１

328 社会福祉法人釧路愛育協会ひかり自立支援センター 釧路市紫雲台２番30号

329 社会福祉法人釧路啓生会　釧路昭和啓生園 釧路市昭和南５丁目２３番１号

330 社会福祉法人釧路啓生会　釧路北園啓生園 釧路市北園１丁目１番２７号

331 社会福祉法人釧路市社会福祉協議会 釧路市旭町１２番３号釧路市総合福祉センター内

332 社会福祉法人　釧路市社会福祉協議会阿寒支所 釧路市阿寒町中央１丁目７番１２号

333 社会福祉法人釧路創生会特別養護老人ホーム　　はるとりの里 釧路市春採７丁目９番７号

334 社会福祉法人釧路創生会白樺老人ディサービスセンター 釧路市白樺台２丁目１番１号

335 社会福祉法人釧路創生会特別養護老人ホームさくらの里 釧路市桜ヶ岡４丁目14番10号

336 社会福祉法人釧路町社会福祉協議会 釧路郡釧路町東陽大通西１丁目１番地１

337 社会医療法人 孝仁会　老人保健施設 星が浦 釧路市星が浦大通３丁目９番３５号

338 社会福祉法人白糠町社会福祉協議会　指定訪問介護事業所 白糠郡白糠町東１条北１丁目１番地９

339 社会福祉法人夕秀会特別養護老人ホーム百花苑 釧路市昭和１９０番地４５２１

340 社会福祉法人鶴居村社会福祉協議会 阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地

341 住商アグリビジネス株式会社　道東営業所 釧路市大楽毛１１番８４

342 株式会社　常口アトム釧路公立大学前店 釧路市芦野５丁目１５番１７号

343 株式会社常口アトム　　釧路支店 釧路市新橋大通５丁目１番地３

344 株式会社常光釧路営業所 釧路市星が浦大通１－３－１０

345 城成建設株式会社　資材センター 釧路郡釧路町別保原野南２０線４９番１５

346 有限会社昌立冷機サービス 釧路市中鶴野29番10号

347 株式会社食創釧路支店 釧路市星が浦南２丁目４番５号

348 白崎建設株式会社 釧路市城山１丁目１０番５号

349 白糠漁業協同組合 白糠郡白糠町岬１丁目２番地４２

350 白糠町役場 白糠郡白糠町西１条南１丁目１番地１



351 白糠訪問看護ステーション 白糠郡白糠町東１条北７丁目５番地10

352 親栄電気工事株式会社釧路支店 釧路市喜多町９番８号

353 株式会社シンシア 釧路市堀川町５番20号アビタシオンリビエール１Ｆ

354 株式会社新生釧路支社 釧路市末広町１３丁目１番地４

355 新太平洋商事株式会社 釧路市知人町３番１８号

356 株式会社　瑞相工業 釧路市大楽毛西１丁目３０番１号

357 水ingAM株式会社 釧路市貝塚４丁目77番地

358 水ingAM株式会社 釧路市阿寒町東栄33番地

359 スウェーデンハウス株式会社北海道支社釧路店 釧路市昭和町３丁目１２番７号

360 株式会社鈴木商会 釧路事業所 釧路市星が浦南３丁目２番９

361 株式会社鈴木設備工務店 釧路市芦野４丁目１番３号

362 株式会社スズケン釧路支店 釧路市柳町１３番３０号

363 株式会社須田製版　釧路支店 釧路市古川町２９番３号

364 株式会社スマイルフーズ 白糠郡白糠町庶路甲区６－５７８

365 生活協同組合コープさっぽろ釧路地区本部 釧路市桜ヶ岡４丁目２番２２号

366 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部釧路センター 釧路市武佐１－１－１７

367 株式会社セイコーフレッシュフーズ 釧路市阿寒町下舌辛12線38番地31

368 株式会社セイコーマート釧路地区事務所 釧路市新富士町６丁目２－１５

369 税理士法人トップマネジメント 釧路市城山１丁目１０番１５号

370 セコム株式会社釧路支社 釧路市北大通１０－２－１

371 株式会社セノン釧路出張所 釧路市鶴丘２たんちょう釧路空港内

372 全国酪農業協同組合連合会札幌支所釧路事務所 釧路市西港２丁目１０１番２号

373 全国共済農業協同組合連合会北海道本部釧路支所 釧路市黒金町１２丁目１０番地

374 全国共済農業協同組合連合会北海道本部釧路自動車損害調査ＳＣ 釧路市昭和南３丁目１６番１９号

375 釧根食糧販売株式会社 釧路市桜ヶ岡１１丁目１番地

376 有限会社　釧翔 釧路郡釧路町雁来2－12

377 釧石工業株式会社 釧路市昭和中央１丁目36番30号

378 株式会社仙台銘板釧路営業所 釧路市星が浦南１丁目１番地１７

379 株式会社セントラルビルサービス 釧路市新富士４丁目２番28号

380 全農サイロ株式会社釧路支店 釧路市西港２丁目102番４

381 株式会社千友館 釧路市鳥取大通５丁目２番５号

382 株式会社創建 釧路市星が浦大通１－１－１２

383 綜合設備株式会社 釧路市入江町７番２７号

384 総合病院釧路赤十字病院 釧路市新栄町２１番１４号

385 株式会社総合防災 釧路市若松町７番５号

386 株式会社総合住研 釧路市星が浦大通１丁目１ー４

387 株式会社そよかぜ 釧路郡釧路町中央４丁目１番地１

388 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 釧路市黒金町１０町目３番地

389 株式会社そんぐ 釧路市鳥取大通５丁目６番１０号

390 ＳＯＭＰＯケア株式会社　ＳＯＭＰＯケア釧路春採 釧路市春採４丁目29-16

391 第一環境株式会社釧路事務所 釧路市南大通２丁目１番１２１号

392 ㈱第一岸本臨床検査センター釧路営業所 釧路市幣舞町２－５

393 第一三共株式会社釧路営業所 釧路市北大通６丁目２番地北洋日生ビル６階

394 第一水道工業株式会社 釧路市入江町８番５号



395 大栄フーズ株式会社 釧路市星が浦南１丁目３番１４号

396 田家木材株式会社釧路支店 釧路市住吉２丁目１３番２８号

397 大嘉産業株式会社釧路支店 釧路市寿３丁目４番１１号

398 株式会社大伸 釧路市川北町８番14号

399 大地みらい信用金庫釧路支店 釧路市川上町５丁目２番地の７

400 大同技研工業株式会社 釧路市鳥取大通３丁目21番27号

401 大同工業株式会社 釧路市鳥取大通３丁目２１番２７号

402 太平電業(株)王子釧路事業所 釧路市大楽毛3－2－5王子マテリア(株)釧路工場構内

403 太平ビルサービス株式会社釧路支店 釧路市幸町６丁目１番地６朝日生命釧路ビル３階

404 太平洋建設工業株式会社 釧路市浦見６丁目３番８

405 太平洋建設工業株式会社釧路支店 釧路郡釧路町トリトウシ６９番３

406 太平洋興発株式会社釧路支店 釧路市黒金町７丁目４番１号

407 太平洋総合コンサルタント株式会社 釧路市材木町１５番５号

408 株式会社太平洋製作所 釧路市春採８丁目４番１８

409 太平洋設備株式会社 釧路市春採５丁目１６番１７号

410 太平洋ミサワ建材株式会社 釧路市富士見２丁目１番41号

411 大鵬薬品工業株式会社札幌支店釧路出張所 釧路市鳥取大通７丁目２番地１１１

412 大丸株式会社道東支店釧路出張所 釧路市星ヶ浦大通３丁目７番１０号

413 株式会社大丸渋谷商店 釧路市新富士町５丁目３番２０号

414 有限会社ダイヤテック 釧路市新富士町５丁目３番11号

415 大陸建設株式会社 釧路市星が浦南１－１－２

416 大和証券株式会社釧路支店 釧路市北大通１１丁目１番地２

417 タウン警備株式会社釧路営業所 釧路市入江町３番19号ｓジーエスビル102号

418 タカオ工業株式会社 釧路市住之江町２番７号

419 髙坂林業株式会社 白糠郡白糠町東２条北１丁目

420 有限会社　髙原重機 白糠郡白糠町西１条北１丁目１番地２７

421 髙山建設株式会社 阿寒郡阿寒町旭町１丁目６番１０号

422 多機能型通所施設はばたき 釧路市鳥取南７丁目２番10号

423 拓北地下開発株式会社 釧路市星が浦南１丁目３番７号

424 株式会社竹山釧路支店 釧路市海運１丁目１番８号

425 ダスキン釧路西支店 釧路市鳥取大通９丁目６番１６号

426 株式会社ダスキン釧光 釧路市芦野１丁目７－１

427 ダスキンヘルスレント釧路ステーション 釧路郡釧路町桂2-29-3

428 株式会社田中組　道東支店 釧路市入江町５番１６号

429 田中商亊株式会社釧路営業所 釧路市入江町１６番２号

430 田辺商亊株式会社釧路支店 釧路市鳥取南５丁目４番５６号

431 田辺三菱製薬株式会社　釧路営業所 釧路市北大通１０丁目１－４北陸銀行住友生命ビル６階

432 有限会社丹葉新聞店 釧路市大楽毛４－４－１

433 ダンロップタイヤ北海道株式会社釧路支店 釧路市昭和中央５丁目２番１号

434 畜産食品株式会社 釧路市光陽町３番１２号

435 中央防災システム株式会社 釧路市材木町１５番１３号

436 中部飼料株式会社　釧路工場 釧路市西港１丁目98番41

437 千代田電装工業株式会社釧路支店 釧路市星が浦大通２丁目５番２号

438 株式会社つうけんアクティブ道東事業部釧路事業所 釧路市新富士４丁目２番34号



439 株式会社つうけん釧路事業所 釧路市新富士町４丁目２番２８号

440 ツクイ釧路武佐 釧路市武佐２丁目35番32号

441 株式会社ツクイ ツクイ釧路昭和中央 釧路市昭和中央５丁目１番８号

442 辻元塗工株式会社 釧路市若竹町１番１２号

443 株式会社鶴居建設 阿寒郡鶴居村字雪裡北１６線東３番地

444 有限会社鶴居ハイヤー 阿寒郡鶴居村鶴居西８丁目８番１

445 鶴居村役場 阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地

446 鶴雅リゾート株式会社 釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目６番１０号

447 DCMホーマック株式会社木場店 釧路郡釧路町木場２丁目２番３号

448 株式会社ティーバイティーホールディングス釧路店 釧路郡釧路町曙３丁目11－13

449 有限会社ＴＹコーポレーション釧路工場 釧路市鳥取南８丁目１番１１号

450 帝国セキュリティ株式会社　釧路支社 釧路市海運１丁目１番９号

451 株式会社帝国データバンク釧路支店 釧路市幸町６丁目７番地

452 デイサービスセンターすこやか 釧路市治水町６番30号

453 デイサービス武佐いこい 釧路市武佐２丁目30番15号

454 帝北自動車株式会社 釧路営業所 釧路市星が浦大通２丁目３番地

455 株式会社テクノサークル 釧路市鳥取北10丁目14番５号

456 株式会社鉄建釧路営業所 釧路市松浦町10番23号

457 株式会社デンキのエースたかはし 釧路市春採１丁目15番17号

458 株式会社デンソーソリューション釧路支店 釧路市星ヶ浦南１丁目７番１２号

459 土井木材株式会社 釧路市栄町１２丁目３番地

460 東京海上日動火災保険株式会社釧路支社 釧路市黒金町12丁目１番地３

461 東京海上日動調査サービス株式会社 釧路市黒金町12丁目１番３号

462 株式会社東京ノズル製作所 釧路市仲浜町４番１６号

463 東京美装北海道株式会社釧路支店 釧路市北大通６丁目２番地

464 東光生コンサービス株式会社釧路支店 釧路郡釧路町別保原野南２２線４３番２

465 東テク北海道株式会社 釧路営業所 釧路市末広町13丁目２番地

466 株式会社ドウデン釧路支店 釧路市白金町１３番１８号

467 道東環境サービス有限会社 釧路郡釧路町国誉３丁目３３番地

468 有限会社道東機械 釧路市星が浦南３丁目５番１９号

469 道東勤医協ヘルパーステーションすこやか 釧路市治水町２－２

470 道東勤医協法人事務局 釧路市治水町３番５号

471 道東勤医協老人保健施設ケアコートひまわり 釧路市堀川町８番４３号

472 株式会社道東清掃 釧路市愛国西３丁目３３番４号

473 道東配管株式会社 釧路市寿４丁目３番２号

474 株式会社道東エルピー保安設備 釧路市若草町10番10号

475 道東勤医協　訪問看護ステーションすこやか 釧路市治水町３番１４号

476 東部開発株式会社 釧路市新野２４番地１

477 東邦コンサルタント株式会社 釧路市鳥取大通４丁目１６番２３号

478 東邦薬品株式会社　　　　釧路営業所 釧路市新川町１番６号

479 東洋株式会社釧路支店 釧路市南大通５丁目３番１５号

480 道瀝工業株式会社 釧路市星ヶ浦南３丁目１番１２号

481 東和食品株式会社 白糠郡白糠町西庶路東３条北３丁目２番地１号

482 トォ－タルフ－ズ株式会社釧路本社 釧路市星が浦南３丁目４番地



483 株式会社トーテック 釧路市鳥取大通５丁目１番１７号

484 トーホー工業株式会社　北海道工場 白糠郡白糠町工業団地４丁目２番６

485 株式会社トーワ 釧路市光陽町11－７

486 トーワ計装株式会社 釧路市入江町９番２２号

487 富樫建設株式会社 釧路市愛国西３丁目３３番１８号

488 特別養護老人ホームきんれんかの里 釧路市愛国191番5711

489 特別養護老人ホーム在宅サービス釧路鶴ヶ岱啓生園 釧路市鶴ヶ岱２丁目２番５号

490 特別養護老人ホーム清和園 白糠郡白糠町和天別100番地１

491 特別養護老人ホーム鶴の園 釧路市阿寒町富士見２丁目５番10号

492 株式会社トップオブ釧路山花温泉リフレ 釧路市山花１４線１３１番

493 株式会社トマト保険企画 釧路市共栄大通５丁目２番13号

494 ドミノ・ピザ釧路町桂店 釧路市釧路町桂４－１－１

495 ドミノ・ピザ釧路鳥取大通店 釧路市鳥取大通９丁目９番19号

496 トヨタエルアンドエフ釧路株式会社 釧路市星ヶ浦大通４丁目３番４３号

497 トヨタカローラ釧路株式会社 釧路市堀川町６番１４号

498 トヨタカローラ釧路株式会社星が浦店 釧路市星が浦大通３丁目３番１０号

499 トヨタモビリティ釧路株式会社喜多町店 釧路市白金町１４番４号

500 トヨタモビリティパーツ株式会社釧路支社 釧路市星ヶ浦南２丁目４番２０号

501 株式会社トヨタレンタリース釧路 釧路市栄町１２丁目１番地１

502 株式会社ナイネンキ 釧路市浜町１番２８号

503 長江建材株式会社 釧路市入江町１２番１９号

504 中久著呂トラクター利用組合 阿寒郡鶴居村字中久著呂北２７線１７番地

505 中雪裡トラクター利用組合 阿寒郡鶴居村字雪裡北２１線西４番地

506 永浜クロス株式会社釧路営業所 釧路市入江町４番地

507 株式会社中谷部品商会 釧路市白金町９番７号

508 株式会社中谷部品商会星ヶ浦営業所 釧路市星ヶ浦南１丁目５番１０号

509 ナブコシステム(株)釧路営業所 釧路市文苑１丁目５９－３

510 株式会社ナラザキフーズ釧路工場 釧路市新野２４番１０７２

511 株式会社成ヶ澤 釧路市喜多町10番36号

512 株式会社ニチイ学館釧路支店 釧路市北大通12丁目１番地４

513 ニチイケアセンターひぶな 釧路市武佐１－４０－２８

514 ニチイケアセンターくしろ 釧路市文苑４丁目６６番１５号

515 ニチイケアセンター星が浦 釧路市星が浦大通３－１－５

516 株式会社日洋フレッシュ 釧路市新野２４番１０７０

517 日糧製パン株式会社釧路工場 釧路市鳥取南６丁目２番１８号

518 株式会社ニッコー 釧路市鶴野１１０番地１

519 日産部品北海道販売株式会社釧路店 釧路市星が浦大通２丁目１０番８号

520 日昭株式会社釧路支店 釧路市星が浦５丁目５－５

521 日新火災海上保険株式会社　道東サービス支店 釧路市北大通12丁目１番４号明治安田生命釧路第２ビル５階

522 株式会社ニッセン産業 釧路郡釧路町豊美２丁目３番地５

523 株式会社日専連釧路 釧路市北大通２丁目７番地

524 株式会社ＮＩＰＰＯ釧路出張所 釧路市昭和南６－４３－１３

525 日本年金機構　釧路年金事務所 釧路市栄町９丁目９番２号

526 日本仮説株式会社　釧路営業所 釧路市喜多町10番41号



527 日本キャタピラー合同会社釧路営業所 釧路市鳥取南５丁目１番１７号

528 日本グリーン電力開発株式会社道東事業所 釧路郡釧路町遠矢南４－２９

529 株式会社日本サーモエナー釧路営業所 釧路市入江町３-19

530 日本製紙釧路エネルギー株式会社 釧路市鳥取南２丁目１番４７号

531 日本製紙ユニテック株式会社釧路事業所 釧路市鳥取南２丁目１番４７号

532 日本全薬工業株式会社釧路営業所 釧路市鳥取南７丁目１番８号

533 株式会社日本総合施設釧路支店 釧路市大楽毛北１丁目13-11

534 株式会社日本ハウスホールディングス釧路支店 釧路市新橋大通７丁目１番２号

535 日本防水総業株式会社釧路出張所 釧路市東川町13番１号

536 日本放送協会釧路放送局 釧路市幣舞町３番８号

537 日本郵便株式会社阿寒郵便局 阿寒郡阿寒町中央１丁目３番２３号

538 日本郵便株式会社釧路中央郵便局 釧路市幸町１３丁目２番地１

539 日本郵便株式会社釧路西郵便局 釧路市鳥取大通７丁目６番５号

540 日本郵便株式会社　　釧路東郵便局 釧路郡釧路町睦２丁目１番１号

541 日本郵便株式会社庶路郵便局 白糠郡白糠町庶路東１線２

542 日本郵便株式会社白糠郵便局 白糠郡白糠町西１条南３丁目１－１

543 日本郵便株式会社　　遠矢郵便局 釧路郡釧路町河畔7丁目52番3

544 株式会社日本油設エンジニアリング釧路事業所 釧路郡釧路町木場３－３

545 熱原釧路株式会社 釧路市豊川町１４番地

546 ネッツトヨタ釧路株式会社 釧路市新橋大通７丁目２番１５号

547 ネッツトヨタ釧路株式会社　新橋店 釧路市新橋大通７丁目2番15号

548 ネッツトヨタ釧路株式会社 文苑店 釧路市文苑１丁目59番11号

549 ネッツトヨタ釧路株式会社星が浦店 釧路市星が浦南２丁目４番３号

550 NOSAI道東釧路西部事業ｾﾝﾀｰ阿寒釧路家畜診療所 釧路市阿寒町中央３丁目13番１号

551 農事組合法人清和農場 阿寒郡鶴居村字雪裡原野北２１線西７４番２

552 株式会社ノースワン釧路支店 釧路市星が浦大通５丁目２番２号

553 株式会社ノーリツ釧路営業所 釧路市昭和南６丁目３７番１７号

554 有限会社ノマ土木産業 釧路郡釧路町中央３丁目52番地１

555 野村證券株式会社釧路支店 釧路市北大通１２丁目１番地４

556 萩原建設工業株式会社釧路支店 釧路市暁町７番１４号

557 有限会社白釧衛生 白糠郡白糠町東１条南２丁目３番地12

558 函館税関　釧路税関支署 釧路市南浜町５番９号港湾合同庁舎内

559 はしどい学園 釧路市新富士町３丁目11番８号

560 株式会社八建 釧路市文苑１丁目10番６号

561 ハマナス管理サービス株式会社釧路営業所 釧路市浦見３丁目３番17号

562 株式会社濱谷建設 釧路市港町３番６号

563 株式会社ＰＣＩ 釧路市文苑１丁目２２番１７号

564 東日本フード株式会社北海道事業部釧路営業部 釧路市星ヶ浦南３丁目４番１１号

565 東北海道ヤナセ株式会社釧路支店 釧路市星が浦大通４丁目3番27号

566 株式会社東北海道第一興商釧路支店 釧路市川上町７丁目４番地

567 東北海道いすゞ自動車　　株式会社釧路支店 釧路市鳥取南５丁目１１番８号

568 東北海道日野自動車株式会社釧路支店 釧路市星ヶ浦大通３丁目３番６号

569 東北海道ホンダ株式会社 釧路市星ヶ浦大通１丁目６番７号

570 株式会社樋口電気工業釧路支店 釧路市星ヶ浦大通４丁目５番４３号



571 株式会社　美警 釧路市新富士町６丁目２番１０号

572 株式会社ビケンワーク釧路支社 釧路市北大通12丁目１番14号

573 有限会社美工堂阿部組 釧路郡釧路町北見団地１丁目２４番地

574 有限会社菱沼ファーム 阿寒郡鶴居村字久著呂原野北38線東11番21

575 日立建機日本株式会社釧路営業所 釧路市星が浦南１丁目５番９号

576 株式会社ピッチ＆パッチ 生活介護事業所イカサル 釧路市鳥取北９丁目９番７号

577 ひぶな幼稚園 釧路市柏木町１１番１号

578 日向建設株式会社 釧路市川上町１０丁目２番２号

579 ファイザー株式会社　釧路オフィス 釧路市北大通１２丁目１番地４　明治安田生命釧路第２ビル３階

580 フィード・ワン株式会社道東支店 釧路市黒金町９丁目１番地１

581 株式会社福原釧根地区本部 釧路郡釧路町光和５丁目３１番地

582 株式会社富士計器 釧路市星ヶ浦大通４丁目５番５１号

583 藤田印刷株式会社 釧路市若草町３番１号

584 藤田運輸興業株式会社 釧路郡釧路町鳥通東２丁目２４番地

585 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 釧路市錦町５丁目３番地三ツ輪ビル１Ｆ

586 株式会社藤プリント 釧路市栄町１０丁目３番地

587 株式会社富士薬品釧路営業所 釧路市鳥取大通２丁目７番２０号

588 株式会社　藤山水産加工 白糠郡白糠町西庶路西５条南２丁目１番地１４

589 武修館高等学校 釧路市武佐５丁目９番１号

590 株式会社プラテック 釧路市光陽町２番２号

591 フルテック株式会社釧路支店 釧路市古川町２９番９号

592 古野電気株式会社釧路営業所 釧路市海運３丁目１番５号

593 株式会社フロンティア釧路営業所 釧路市若竹町14番６号

594 株式会社ベルコ釧路支社 釧路市白金町６番１号

595 株式会社ベルックス釧路営業所 釧路市栄町９丁目９番１号クレア釧路栄町ビル

596 ヘルパーステーションわたすげ 釧路市共栄大通４丁目２番７号

597 訪問看護ステーション はまなす 釧路市星が浦大通３丁目９番２６号

598 株式会社ポータス 釧路市鳥取南５－１２－５

599 北榮石材株式会社 釧路郡釧路町字床丹１１３番地４

600 北泉開発株式会社 阿寒郡阿寒町中阿寒１８線３８番地１

601 株式会社ホクチクファーム 釧路郡釧路町字達古武４－５

602 ほくでんエコエナジー株式会社　釧路管理所 釧路市緑ケ岡５丁目６番９号

603 北電工業株式会社 釧路市柳町９番２０号

604 ほくでんサービス株式会社釧路支店 釧路市幸町８丁目１番地

605 株式会社北都 釧路市川上町１０丁目２番地

606 株式会社北都電気工業 釧路市緑ケ岡２丁目10番24号

607 株式会社ほくやく釧路支店 釧路市海運１丁目１番８号

608 株式会社北洋銀行釧路中央支店 釧路市北大通６丁目２番地

609 北洋建材工業株式会社 釧路市花園町３番１２号

610 株式会社北陸銀行釧路支店 釧路市北大通１０丁目１番４号

611 北菱物流株式会社 釧路市海運１－１－９

612 ホクレン農業協同組合連合会釧路支所 釧路市黒金町１２丁目１０番地

613 ホクレン肥料株式会社釧路工場 釧路市西港３丁目１０３番３号

614 株式会社保健科学研究所釧路営業所 釧路市鶴ヶ岱２丁目２－10　メディカルモールシロアム２Ｆ



615 株式会社保工北海道釧路営業所 釧路市白金町３番３号

616 ホシザキ北海道株式会社釧路営業所 釧路市共栄大通３丁目１番

617 株式会社ホッカイ 釧路市昭和南３丁目１６番１９号

618 北海運輸株式会社釧路支店 釧路市西港２丁目１０１番地１１

619 北海工営株式会社 釧路郡釧路町中央５－２３

620 北海シェル石油株式会社 釧路市大町１丁目１番１５号

621 株式会社北開水工コンサルタント釧路支店 釧路市寿２丁目４番3号

622 北海設備工業株式会社 釧路市寿１丁目４番12号

623 北海電気工事株式会社釧路支店 釧路郡釧路町中央４丁目６５番地５

624 北海道エアポート株式会社釧路空港事業所 釧路市鶴丘２－260

625 北海道エネルギー株式会社道東支店 釧路市鳥取大通６丁目７番１号

626 株式会社北海道大井 釧路郡釧路町中央５丁目３１番地

627 北海道川崎建機株式会社釧路支店 釧路市星が浦南１丁目３番53

628 北海道軌道施設工業株式会社釧路支店 釧路郡釧路町新開町4丁目44番地

629 北海道教育大学釧路校 釧路市城山１丁目１５番５５号

630 株式会社北海道銀行釧路支店 釧路市北大通１８丁目２番地

631 北海道釧路総合振興局産業振興部林務課 釧路市浦見２丁目２番５４号

632 北海道釧路総合振興局産業振興部農村振興課 釧路市浦見２丁目２番５４号

633 北海道釧路総合振興局保健環境部保健行政室 釧路市城山２丁目４番２２号

634 北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課 釧路市浦見２丁目２番54号

635 北海道釧路養護学校 釧路市暁町11番１号

636 ㈱北海道クボタ釧路営業所 釧路市鳥取南５丁目４番地８

637 北海道警察釧路方面釧路警察署 釧路市黒金町１０丁目５番地１

638 北海道警察釧路方面本部警備課 釧路市黒金町１０丁目５番地１

639 北海道警察釧路方面本部警務課 釧路市黒金町１０丁目５番地１

640 北海道警察釧路方面本部交通課 釧路市黒金町10丁目５番地１

641 北海道警察釧路方面本部交通課釧路運転免許試験場 釧路市大楽毛北１丁目１５番８号

642 北海道警察釧路方面本部生活安全課 釧路市黒金町１０丁目５番地１

643 北海道警察釧路方面本部捜査課 釧路市黒金町１０丁目５番地

644 北海道警察釧路方面本部地域課 釧路市黒金町１０丁目５番地１

645 北海道警察情報通信部釧路方面情報通信部 釧路市黒金町１０丁目５番地１

646 北海道建設サポート株式会社 釧路市星が浦南４丁目１番10号

647 株式会社北海道建設新聞社釧路支社 釧路市宮本１丁目２番４号釧路合同会館

648 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社釧路サービス課 釧路市南浜町９番地16号

649 北海道コカ・コーラボトリング株式会社　釧路営業課 釧路市南浜町９番１６号

650 北海道酒類販売株式会社釧路支社 釧路市新富士町４丁目３番

651 株式会社北海道新聞社釧路支社 釧路市黒金町１１丁目５番地１

652 北海道赤十字血液センター釧路事業所 釧路市芦野２－１２－２０

653 北海道セキスイハイム株式会社帯広支店釧路営業所 釧路市新橋大通２丁目２－１３

654 北海電気工事株式会社釧路電力保守センター 釧路市緑ヶ岡５丁目６番９号

655 北海道電気工事株式会社釧路支店 釧路市幸町８丁目１番地

656 北海道電力株式会社釧路支社 釧路市幸町８丁目１番地

657 北海道電力ネットワーク株式会社釧路支店 釧路市幸町８丁目１番地

658 北海道電力ネットワーク株式会社釧路支店電力部 釧路市緑ヶ岡５丁目６番９号



659 北海道農業共済組合ひがし統括センター音別白糠家畜診療所 白糠郡白糠町和天別1852-7

660 北海道農業共済組合ひがし統括センター釧路西部支所 阿寒郡鶴居村鶴居南３丁目９番地

661 北海道農政事務所釧路地域拠点 釧路市幸町１０丁目３番地釧路地方合同庁舎

662 株式会社北海道日立システムズ道東営業所 釧路市末広町１３丁目１番２号

663 北海道富士電機株式会社釧路営業所 釧路市新栄町８番１３号

664 北海道ベンディング株式会社釧路事業所 釧路市南浜町９番１６号

665 北海道マツダ販売株式会社釧路店 釧路市入江町１０番２５号

666 北海道旅客鉄道株式会社釧路保線所 釧路市白金町１３番２５号

667 北海道旅客鉄道株式会社釧路運輸車両所 釧路市喜多町２番16号

668 北海道旅客鉄道(株)釧路支社 釧路市北大通り１４丁目

669 北海道旅客鉄道株式会社　釧路電気所 釧路市白金町13番25号

670 北海道旅客鉄道株式会社JR釧路駅 釧路市北大通14丁目

671 北海道労働金庫釧路支店 釧路市末広町９丁目２番地５

672 北興建設株式会社 白糠郡白糠町西庶路東１条北３丁目２番１９号

673 株式会社北弘電社釧路支社 釧路市花園町５番９号

674 株式会社ホテル御前水 釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目５番１号

675 株式会社本田組 釧路市鳥取大通８丁目４番２０号

676 株式会社ホンダプリモ新橋 釧路郡釧路町国誉１丁目１４番２号

677 前田道路株式会社釧路営業所 釧路市星が浦南２丁目３番１１号

678 株式会社正岡商会 釧路市愛国東３丁目２番３号

679 株式会社松井建設 釧路市愛国西１丁目１３番１７号

680 松尾建設工業株式会社 釧路郡釧路町わらび３丁目46番地

681 株式会社松木測量設計 釧路市鳥取北１０丁目１番１９号

682 マツダ電気株式会社 釧路市材木町９番３０号

683 株式会社松本鐵工所釧路事業所 釧路市鳥取大通９丁目９番17号

684 株式会社まつや水産 釧路市大楽毛１３番１

685 株式会社マテック釧路支店西港工場 釧路市西港４丁目110番４

686 株式会社マルア阿部商店 釧路市浜町１番１０号

687 丸井産業株式会社 釧路市入江町１０番地５号

688 丸伊北海興業株式会社 釧路市堀川町３番20号

689 株式会社マルエイ六峰社 釧路市北大通９丁目１番

690 株式会社マルエス商行 白糠郡白糠町西庶路東１条南３丁目１番地39

691 株式会社マルカ加藤商店 釧路市鳥取北４丁目21番６号

692 有限会社丸喜冠葬 釧路市米町３丁目１番２５号

693 株式会社丸坂釧路電工 釧路市鳥取北５丁目14番12

694 株式会社　丸サ佐々木商店 釧路市星が浦南２丁目１番３３号

695 株式会社マルサ笹谷商店 釧路市大楽毛８番地１９

696 丸三共伸水産有限会社 釧路市愛国東２丁目２８番１９号

697 株式会社丸水水澤金物店 釧路郡釧路町桂４丁目９番地２

698 丸成鈴木建業株式会社 釧路市愛国西2丁目7番8号

699 株式会社マルセンクリーニング釧路クリーニング工場 釧路郡釧路町木場１丁目９番地２

700 株式会社マルセンクリーニング 釧路市星ヶ浦北４丁目２番６号

701 丸善木材株式会社 釧路郡釧路町桂木４丁目１５番地

702 有限会社マルダイ大澤建鐵興業 釧路郡釧路町別保原野南25線61-31



703 株式会社丸タ村田商店 釧路市錦町４丁目３番地

704 有限会社丸二岩隈商店 釧路市大楽毛１３番１号

705 丸ニサッシ工業株式会社 釧路郡釧路町曙１丁目１番１２号

706 株式会社マルハニチロ北日本 釧路市海運１丁目１番９号　埠頭ビル

707 株式会社マルハニチロ北日本釧路工場 釧路市海運３丁目１番１号

708 丸彦渡辺建設株式会社釧路支店 釧路市新富士町１丁目２番２号

709 有限会社丸宏水産 釧路市浪花町13丁目１番地の20

710 丸博三輪工業株式会社 釧路市昭和町２丁目17番19号

711 株式会社マルベリーさわやかセンター釧路 釧路市鳥取大通９丁目４番23号

712 宮脇土建株式会社 釧路市春採６丁目１番５号

713 ミサワホーム北海道株式会社帯広支店釧路店 釧路市宮本町２丁目５番１号

714 株式会社みずほ銀行釧路支店 釧路市北大通７丁目２番地

715 三井住友海上あいおい生命保険(株)北海道東生保支社 釧路市黒金町７丁目４番地１釧路太平洋興発ビル４階

716 三井住友海上火災保険株式会社 釧路市黒金町７丁目４番１号太平洋興発ビル５階

717 三菱電機ビルテクノサービス株式会社釧路営業所 釧路市北大通10丁目２-１

718 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう釧路支店 釧路市入江町２番２３号

719 三ッ輪ベンタス株式会社釧路工場 釧路市星が浦南２丁目４番９号

720 三ッ輪運輸株式会社現業部 釧路市西港２丁目１０１番４

721 株式会社三ッ輪商会 釧路市鳥取南５丁目１２番５号

722 三ッ輪エンジニアリング株式会社 釧路市鳥取南６丁目２番２４号

723 ミトミ工業株式会社 釧路市大町８丁目１番１２号

724 株式会社三原製麺所 釧路市北大通３丁目７番地

725 宮本機械株式会社釧路支店 釧路市星が浦南２丁目１番４号

726 株式会社ミライト・モバイル・イースト釧路営業所 釧路市新橋大通１丁目２番２０号　農業ビル

727 株式会社ムトウ釧路支店 釧路市中園町２番２９号

728 村井建設株式会社 釧路市住ノ江町１２番１７号

729 株式会社ムロマチ 釧路市星ヶ浦北３丁目１番５号

730 株式会社明作 白糠郡白糠町西庶路東１条南３ー２－１

731 明作電設工業株式会社 釧路郡釧路町曙４丁目５番地

732 明治安田生命保険相互会社釧路支社 釧路市北大通１０－２－１　新釧路道銀ビル１０階

733 株式会社メディセオ道東支店 釧路市入江町７－４

734 株式会社メルプ 釧路市豊川町１０番２号

735 茂雪裡上トラクター利用組合 阿寒郡鶴居村字雪裡北３３線８１番地

736 株式会社モトーレン札幌 釧路市鳥取大通４丁目15番６号

737 森江建設株式会社 白糠郡白糠町西庶路西２条南２丁目５番１７号

738 株式会社森本商会 釧路市新釧路町５番１４２号

739 株式会社モロオ釧路営業所 釧路市入江町１５番１号

740 株式会社　八百坂建設 白糠郡白糠町恋問１丁目３番地３

741 株式会社やすもと 釧路市仲浜町１番１２号

742 山加リス食品株式会社 釧路市若竹町２番５号

743 有限会社　山斫工業 釧路市昭和中央１丁目２３番１６号

744 株式会社山口工務店 阿寒郡鶴居村鶴居南３丁目３番地

745 山崎製パン株式会社札幌工場釧路営業所 釧路市星ケ浦北３丁目１番27号

746 ヤマシタ工業株式会社 阿寒郡阿寒町新町２丁目３番９号



747 山下コンサルタント株式会社 釧路市宮本２丁目４番２１号

748 株式会社やました商店 釧路市春採２丁目13番32号

749 株式会社山拾村上商店 釧路郡釧路町国誉２丁目５番地

750 山田機械工業株式会社釧路支店 釧路市川端町３番８号

751 山田水道機工株式会社 白糠郡白糠町西１条南１丁目２番地６２

752 有限会社山二伊東産業 釧路市音別町中園１丁目４１番地

753 山根土建株式会社 白糠郡白糠町東２条南２丁目３番１８号

754 山本電子工業株式会社釧路支店 釧路市鳥取北６丁目１２番１２号

755 有限会社ヤマヤ山本水産 釧路郡釧路町わらび３丁目８番

756 ヤマレンホンダ販売株式会社入江店 釧路市入江町１１番２号

757 株式会社ゆうちょ銀行釧路店 釧路市幸町１３丁目２番地１

758 株式会社ゆうちょ銀行道東パートナーセンター 釧路市末広町13丁目１－５釧路サウスビル６階

759 UDトラックス道東株式会社釧路支店 釧路市鳥取大通６丁目８番１１号

760 株式会社　友電 釧路市西港１丁目３６番１４

761 雄別林業株式会社 釧路郡釧路町桂５丁目４番地２

762 雪印種苗株式会社釧路営業所 釧路市鳥取南５丁目１番１７号

763 株式会社　ユタカコーポレーション 釧路市光陽町13番20号

764 (株)ヨコハマタイヤジャパン釧路営業所 釧路市星が浦南３丁目４番２号

765 株式会社吉岡工務店 釧路郡釧路町字別保原野南２５線６７番地

766 株式会社ヨシダ造園緑化 釧路市緑ヶ岡２丁目36番15号

767 株式会社ライズ・テクノ 釧路市宝町４番４号

768 株式会社ライトカーゴ 釧路市緑が岡５丁目24番77号

769 陸上自衛隊釧路駐屯地 釧路郡釧路町字別保１１２

770 理興産業株式会社釧路営業所 釧路市新栄町１２番１５号

771 リコージャパン株式会社釧路サービスステーション 釧路市仲浜町１番１５号

772 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ釧路武佐 釧路市武佐２丁目35番38号

773 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ釧路鳥取 釧路市鳥取大通３丁目２０番１６号

774 リブラス株式会社 釧路市愛国西２丁目１番５号

775 株式会社　令清舎 釧路市春採８丁目７番２９号

776 株式会社ローソン北海道営業部道東支店釧路事務所 釧路市浪花町９－３－１

777 和商株式会社釧路営業所 釧路市暁町２番４号

778 渡辺パイプ株式会社釧路サービスセンター 釧路市春日町６番６号

779 わらべや日洋株式会社釧路工場 白糠郡白糠町工業団地４丁目２番地16


