
番号 事業所名 事業所住所
1 あすなろ道路株式会社根室工事事務所 根室市月岡町２丁目６６番地

2 有限会社イシグロ 根室市西浜町１丁目139番地14

3 石塚建設株式会社 根室市桂木63-24

4 泉プロパン株式会社 根室市敷島町２丁目３５番地

5 一般財団法人北海道電気保安協会根室事業所 根室市光洋町３丁目９８番地１

6 伊藤建設株式会社 根室市西浜町９丁目１３番地１

7 株式会社ウオッシング根室 根室市昭和町２丁目98番地

8 碓氷勝三郎商店 根室市常盤町１丁目６番地

9 馬立建設株式会社 根室市光洋町４丁目９番地１

10 ㈱エネサンス北海道 根室ガスショップ 根室市光和町１丁目１番地

11 落石漁業協同組合 根室市落石西395番地２先埋立地

12 帯広日産自動車株式会社釧路日産根室店 根室市宝林町４丁目１３６番地

13 有限会社カーランド横山 根室市西浜町８丁目63番地

14 有限会社開陽ガス 根室市西浜町３丁目７６番地１

15 株式会社柏崎造船 根室市穂香19番地

16 学校法人釧路カトリック学園　根室カトリック幼稚園 根室市大正町２丁目２１番地

17 学校法人根室三浦学園 根室市有磯町１丁目１番地

18 加藤電気株式会社 根室市千島町１丁目１番地

19 株式会社カネコメ髙岡商店 根室市宝林町５丁目２番地

20 カネ共　三友冷蔵株式会社 根室市琴平町３丁目３８番地

21 株式会社カネヒロ 根室市琴平町３丁目２６番地

22 株式会社カネマ浜屋商店 根室市光洋町２-33

23 株式会社兼由 根室市落石西１１４番地

24 株式会社北角重機 根室市西厚床117番地

25 木下建設株式会社 根室市宝林町４丁目５１番地３０

26 有限会社兄弟ボデー修理工場 根室市宝林町３丁目81番地

27 協同建設工業株式会社 根室市西浜町９丁目１２番地

28 株式会社ぎょれん道東食品 根室市本町３丁目１０番地

29 釧路開発建設部根室港湾事務所 根室市琴平町１丁目３８番地

30 釧路開発建設部根室道路事務所 根室市敷島町１丁目５番地

31 釧路総合振興局釧路建設管理部根室出張所 根室市宝林町４丁目２８７番地

32 釧路トヨタ自動車株式会社根室店 根室市西浜町７丁目１３９番地

33 航空自衛隊根室分屯基地 根室市光洋町４丁目１５番地

34 有限会社工務カワムラ 根室市平内町１丁目42番地

35 事代漁業株式会社根室支店 根室市駒場町３丁目１８番地

36 小林技術コンサルタント株式会社 根室市昭和町４丁目３８番地

37 株式会社小林商店 根室市本町５丁目１０番地

38 株式会社サイトー 根室市花園町５丁目２番地４

39 有限会社坂田組 根室市駒場町２丁目14番地59

40 株式会社サナップ 根室市宝林町５丁目１５番地

41 ＣＥＦ株式会社 根室市昆布盛１４９－１２

42 敷島機器株式会社根室支店 根室市宝林町５丁目47番地

＜根室警察署＞



43 株式会社シバノデンキ 根室市梅ヶ枝町３丁目８番地

44 社会福祉法人 根室敬愛会特別養護老人ホームはまなす園 根室市有磯町２丁目１９番地２

45 社会福祉法人根室恵徳会介護老人保健施設セラピーこざくら 根室市西浜町５丁目８９番地１

46 社会福祉法人　根室市社会福祉協議会 根室市有磯町２丁目６番地

47 社会福祉法人　根室隣保院 根室市月岡町２丁目８８番地

48 社会福祉法人根室明郷会障害者支援施設根室すずらん学園 根室市厚床２丁目２２１番地１

49 株式会社昭和冷機 根室市宝林町５丁目２番地

50 信興商事株式会社 根室市大正町１丁目22番地

51 水ingAM株式会社 根室桂木管理事務所 根室市光洋町３丁目５番地

52 水ingAM株式会社根室管理事務所 根室市西浜町１丁目205番地

53 有限会社須貝工務店 根室市宝林町５丁目39番地７

54 株式会社杉山水産 根室市花咲港２８８－５

55 株式会社ダイエー自動車工業 根室市昭和町４丁目３９６番地

56 田家木材株式会社 根室市月岡町２丁目９０番地

57 大地みらい信用金庫 根室市梅ヶ枝町３丁目１５番地

58 太平ビルサービス株式会社根室営業所 根室市本町３丁目１番地

59 田辺商事株式会社根室営業所 根室市昭和町４丁目45番地２

60 株式会社テラジマ 根室市光洋町２丁目３０番地

61 株式会社道新根室東部販売所 根室市光洋町１丁目17番地

62 道東あさひ農業協同組合根室支所 根室市光和町１丁目１５番地

63 道東建設株式会社 根室市花咲港３１０番地３

64 株式会社道東サービス 根室市宝林町５丁目39番地１

65 道東潜水工業株式会社 根室市花咲港４０７番地９先国有地

66 道東電子サービス株式会社 根室市曙町２丁目14番地

67 東洋商事株式会社 根室市歯舞３丁目９番地

68 富一電気株式会社 根室市西浜町９丁目12番地１

69 トヨタモビリティ釧路株式会社根室店 根室市西浜町８－１２１

70 有限会社内燃機鉄工 根室市月岡町２丁目95番地２

71 株式会社ナオエー石油 根室市宝林町４丁目２７５番地

72 有限会社中標津通建根室営業所 根室市月岡町１丁目４３番地１

73 有限会社中山自動車整備工場 根室市歯舞４丁目13番地

74 西尾建設株式会社 根室市花園町９丁目１０番地

75 日本郵便株式会社根室郵便局 根室市本町４丁目41番地２

76 ネッツトヨタ釧路株式会社 根室店 根室市穂香103番地

77 ねむろ医院デイサービスセンター 根室市曙町３丁目３番地

78 根室印刷株式会社 根室市緑町３丁目１番地

79 根室ガス販売株式会社 根室市昭和町４丁目415番地

80 根室漁業協同組合 根室市海岸町１丁目１７番地

81 根室建設株式会社 根室市弥栄町２丁目２番地

82 根室市上下水道料金センター 根室市常盤町２丁目２７番地

83 根室市消防署 根室市大正町１丁目３０番地

84 有限会社根室自動車工業 根室市昭和町４丁目423番地

85 根室市役所 根室市常盤町２丁目２７番地

86 根室振興局産業振興部水産課 根室市常盤町３丁目２８番地



87 根室振興局産業振興部農村振興課 根室市常盤町３丁目２８番地

88 根室振興局産業振興部林務課 根室市常盤町３丁目２８番地

89 根室水道株式会社 根室市月岡町１丁目２番地３

90 根室スチレン株式会社 根室市月岡町２丁目７８番地

91 根室清掃有限会社 根室市月岡町１丁目１５番地

92 根室税務署 根室市弥栄町１丁目１８番地

93 根室石油株式会社 根室市鳴海町４丁目２０番地

94 株式会社根室相互自動車学校 根室市穂香１０２番地

95 根室造船株式会社 根室市花咲港288番地

96 根室ダスト有限会社 根室市西浜町８丁目２番地

97 根室農機具サービス株式会社 根室市牧の内154番地７

98 根室無線電機株式会社 根室市海岸町１丁目６番地

99 根室湾中部漁業協同組合 根室市温根沼344番地３

100 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞４丁目１２０番地１先埋立地

101 林建設工業株式会社 根室市宝林町４丁目３０番地

102 株式会社早水組根室支社 根室市宝林町４丁目２３番地

103 光商会 根室市花咲港１２３番地

104 株式会社ヒシサン　ガスオイルサポート 根室市大正町３丁目７番地

105 日沼建設株式会社 根室市宝林町4－405－2

106 株式会社平庄商店根室工場 根室市駒場町３丁目１１番地

107 株式会社藤井水産 根室市岬町４丁目１０番地

108 双葉電気株式会社 根室市宝林町５丁目３９番地４

109 ベルＷＩＮ根室株式会社 根室市敷島町2丁目9番地

110 株式会社ほくやく根室支店 根室市光和町３丁目４番１

111 北海工機株式会社 根室市宝林町５丁目32番地３

112 北海シェル石油株式会社根室支店 根室市本町４丁目５０番地

113 北海道エネルギー株式会社道東支店根室営業所 根室市本町４丁目５番地

114 株式会社北海道銀行根室支店 根室市花咲町２丁目31番地

115 北海道警察釧路方面根室警察署 根室市弥栄町１丁目１７番地

116 北海道電力ネットワーク株式会社　根室ネットワークセンター 根室市大正町１丁目７番地

117 北海道農業共済組合ひがし統括センター　根室家畜診療所 根室市西浜町３丁目８７番地

118 北海道北方領土対策根室地域本部 根室市常盤町３丁目２８番地

119 北海道マツダ販売株式会社根室店 根室市昭和町４丁目３９１番地

120 前田電設株式会社 根室市西浜町１丁目１８１番地

121 真壁建設株式会社 根室市西和田６８番地１

122 マルイチ綜合食品株式会社 根室市昭和町１丁目４３番地

123 株式会社丸鮮 根室市本町４丁目７７番地

124 株式会社マルダイ水産 根室市岬町１丁目１７番地

125 マルナカイチ杉山水産株式会社 根室市岬町２丁目８番地

126 三笠漁業株式会社 根室市落石西１１４

127 宮下電気株式会社 根室市大正町２丁目６番地

128 睦の園幼稚園 根室市明治町２丁目１３番地

129 メーコー商事株式会社 根室市大正町３丁目１０番地

130 株式会社山口木材店 根室市弁天町２丁目２７番地



131 株式会社山十前川商店 根室市西浜町１０丁目１７７番地

132 ヤマタ滝澤水産有限会社 根室市桂木166番地１

133 株式会社ヤマレン 根室市本町３丁目２７番地

134 ヤマレンホンダ販売株式会社 根室市穂香１番地２

135 ヤンマー舶用システム株式会社根室支店 根室市西浜町９丁目５８番地

136 吉澤木材株式会社 根室市光洋町１丁目５９番地

137 渡辺建設工業株式会社 根室市花園町５丁目１０番地


