
番号 事業所名 事業所住所
1 有限会社青山商会 標津郡中標津町東19条北３丁目１番地

2 アグリスチールワークス有限会社 野付郡別海町別海116番地19

3 株式会社ASAHIサポートセンター 野付郡別海町別海緑町116番地12

4 株式会社味のオーハシ 標津郡中標津町大通北３丁目１４番地

5 雨宮印刷株式会社 標津郡中標津町西９条南１丁目

6 石川板金株式会社 標津郡中標津町西５条北１０丁目１番地

7 株式会社ヰセキ北海道　中標津営業所 標津郡中標津町東４条南１１丁目１番地

8 一般財団法人北海道電気保安協会中標津事業所 標津郡中標津町西６条北５丁目１番地９

9 一般社団法人ジェネティクス北海道　道東事業所 標津郡中標津町南中９－４

10 株式会社犬飼工務店 標津郡中標津町東１４条南１丁目１番地

11 医療法人樹恵会　石田病院 標津郡中標津町りんどう町５番地６

12 イワタニセントラル北海道（株）中標津営業所 標津郡中標津町緑町南３丁目３番地

13 株式会社岩谷電気商会 標津郡中標津町東16条南１丁目１番地

14 株式会社上田組 標津郡標津町字川北９６番地５

15 エア・ウｵーターソリューション株式会社中標津タケウチサービスセンター 標津郡中標津町東10条北１丁目２番地

16 有限会社エイチ・ジー・シー別海振興 野付郡別海町別海新栄町９番地

17 株式会社エスピーエム 標津郡中標津町緑町南２丁目４番地１

18 有限会社エヌエス工業 標津郡中標津町東当幌４１－１１０

19 有限会社エム・アイ・エス 標津郡中標津町北町２丁目１番地２

20 エム・エス・ケー農業機械株式会社中標津営業所 標津郡中標津町南中５番地３

21 大林道路株式会社道東営業所 野付郡別海町別海２４６番地の６

22 有限会社大水工業 目梨郡羅臼町礼文町１６９番地

23 有限会社岡崎機械興業 野付郡別海町豊原２４番地の８

24 株式会社岡田工務店 野付郡別海町西春別宮園町１１番地

25 奥村工業株式会社 標津郡中標津町東２５条南４丁目１０番地

26 有限会社小野金物店 標津郡中標津町大通北２丁目19番地

27 小野建設工業株式会社 目梨郡羅臼町礼文町２２５番地１

28 帯広日産自動車株式会社釧路日産中標津店 標津郡中標津町東２１条南１丁目１番地

29 有限会社カウ・コンフォート・サービス 野付郡別海町西春別駅前曙町６番地の126

30 鹿島道路株式会社標津出張所 標津郡標津町東７条南１丁目１番６号

31 角川建設株式会社 野付郡別海町西春別駅前錦町２９９番地１

32 株式会社カネヨ木材 標津郡中標津町計根別北１条東１丁目８番地３

33 有限会社菅野整備工場 野付郡別海町別海寿町４番地

34 株式会社共成レンテム中標津営業所 標津郡中標津町東２９条南１丁目４番地

35 釧路開発建設部根室農業事務所 野付郡別海別海緑町１１６－３

36 釧路総合振興局釧路建設管理部中標津空港管理事務所 標津郡中標津町北中16-9

37 株式会社釧路道伸　中標津営業所 標津郡中標津町東２２条北５丁目２番地１

38 釧路トヨタ自動車株式会社中標津店 標津郡中標津町東１６条北１丁目１番地

39 有限会社久保建設 標津郡標津町字川北83番地14

40 久万田産業株式会社 標津郡中標津町計根別本通東１丁目１７番地

41 株式会社グリーンランド標津 標津郡標津町字忠類74番地５

42 株式会社ケイセイ中標津出張所 標津郡中標津町緑が丘７番地１２

＜中標津警察署＞



43 計根別農業協同組合 標津郡中標津町計根別本通東３丁目１７番地

44 株式会社小泉機械店 野付郡別海町別海常磐町126

45 有限会社広域運輸 標津郡中標津町計根別本通東６丁目１１番地１

46 有限会社広栄 標津郡中標津町西８条北６丁目２番地８

47 公益財団法人　北海道農業公社中標津支所 標津郡中標津町東６条南１丁目２番地

48 有限会社幸田自動車整備工場 野付郡別海町西春別駅前錦町206番地

49 光洋警備株式会社 標津郡中標津町東１３条北１丁目１９番地

50 高和設備工業株式会社 標津郡中標津町西11条南７丁目１番地

51 株式会社コーンズ・エージー中標津支店 標津郡中標津町桜ヶ丘２丁目５３番地

52 小針土建株式会社 標津郡中標津町緑町南２丁目１番地

53 コマツ道東株式会社　中標津支店 標津郡中標津町緑町南２丁目３番地

54 コマツレンタル道東(株)中標津営業所 標津郡中標津町旭が丘６番14

55 根釧東部森林管理署 標津郡標津町南２条西２丁目１番１６号

56 近藤建設株式会社 野付郡別海町別海旭町２０２番地の２

57 株式会社　酒井鉄工 野付郡別海町西春別９５番地４

58 札幌水材株式会社別海営業所 野付郡別海町別海川上町140番地

59 三友舗道株式会社 標津郡中標津町東２５条南５丁目６番地

60 山洋建設株式会社 標津郡中標津町東２１条南６丁目１７番地

61 有限会社サンライズセキュリティ 標津郡中標津町桜ヶ丘１丁目１番地５

62 株式会社三和設備工業 標津郡中標津町西５条北４丁目５番地

63 ＪＡ中春別酪農ヘルパー利用組合 野付郡別海町中春別南町３番地

64 有限会社ジェイエー・ワンプ 野付郡別海町中春別南町３番地

65 株式会社篠田興業 標津郡標津町南２条東１丁目２番１号

66 標津漁業協同組合産地加工センター 標津郡標津町北５条東１丁目２番１号

67 標津町農業協同組合 標津郡標津町字川北基線西２番地

68 標津町役場 標津郡標津町北２条西１丁目１番３号

69 島影建設株式会社 野付郡別海町別海９９番地の４３

70 有限会社しもや新聞店 標津郡中標津町西１条南１丁目１番地

71 社会福祉法人標津福祉会 標津郡標津町北１条西５丁目６番１－３号

72 社会福祉法人中標津町社会福祉協議会 標津郡中標津町西１０条南９丁目１番地４

73 社会福祉法人別海町社会福祉協議会 野付郡別海町別海西本町３６番地

74 社会福祉法人羅臼町社会福祉協議会 目梨郡羅臼町栄町８番地１

75 水ingAM株式会社 標津郡中標津町りんどう町１８－１１

76 水ingAM株式会社中標津管理事務所 標津郡中標津町東３５条北６丁目１番地

77 鈴木産業株式会社 目梨郡羅臼町栄町１００番地

78 株式会社須田建設 標津郡中標津町西１条南３丁目２番地

79 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部中標津センター 標津郡中標津町東30条南１丁目１番地３

80 清野建設株式会社 標津郡中標津町東４条南５丁目１番地

81 税理士法人オーレンス税務事務所 標津郡中標津町北町２丁目22番地

82 全国酪農業協同組合連合会札幌支所　根室駐在員事務所 野付郡別海町中春別１７０－１３

83 釧根開発株式会社 標津郡中標津町東１１条北１丁目１番地

84 ダイセルミライズ株式会社中標津営業所 標津郡中標津町東37条南１丁目７－１

85 太平洋富士生コン株式会社別海工場 野付郡別海町別海鶴舞町１１６番地

86 髙玉建設工業株式会社 野付郡別海町別海常盤町５番地



87 株式会社高橋工業 野付郡別海町中春別西町６番地

88 髙部電気株式会社 標津郡中標津町共立１番地１１

89 多田建設株式会社 標津郡中標津町西１２条北４丁目２番地

90 ㈱丹波屋中標津支店 標津郡中標津町南町１０番地１０

91 地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部酪農試験場 標津郡中標津町旭ヶ丘７番地

92 株式会社つうけん中標津営業所 標津郡中標津町東27条南３-11

93 株式会社つうけんアクティブ道東事業部釧路事業所中標津営業所 標津郡中標津町東２７条南３丁目１１

94 株式会社土谷特殊農機具製作所中標津営業所 標津郡中標津町東６条南１１丁目３番地３

95 株式会社津村測量設計 標津郡中標津町東７条北７丁目１番地

96 帝北自動車株式会社 中標津営業所 標津郡中標津町東22条南１丁目

97 寺井建設株式会社 野付郡別海町別海１３０番地の１８

98 デラバル株式会社中標津営業所 標津郡中標津町東30条南３丁目２－１

99 株式会社デンソーセールス中標津支店 標津郡中標津町東30条南１丁目１番地４

100 道東あさひ農業協同組合 野付郡別海町別海緑町116番地9

101 道東あさひ農業協同組合上春別支所 野付郡別海町上春別栄町１７番地

102 道東あさひ農業協同組合西春別支所 野付郡別海町西春別駅前寿町１５番地

103 株式会社道東クリエイト 野付郡別海町西春別駅前曙町９番地73

104 道東トモエ商事株式会社 標津郡中標津町桜ヶ丘３丁目10番地

105 株式会社東武 標津郡中標津町南町３番地10

106 株式会社とうほろDairyCenter 標津郡中標津町字当幌1269番地１

107 東盛建設株式会社 標津郡標津町南６条西１丁目１番１２‐２号

108 株式会社トーヨーグランドホテル 標津郡中標津町東２０条北１丁目１番地

109 特別養護老人ホーム　中標津りんどう園 標津郡中標津町りんどう町５番地８

110 特別養護老人ホーム清翠園 野付郡別海町別海西本町52番地２

111 トヨタモビリティ釧路株式会社中標津店 標津郡中標津町東２２条北１丁目１番地

112 中標津コンクリート工業株式会社 標津郡中標津町字俵橋５２番地１

113 株式会社中標津町自動車学校 標津郡中標津町丸山２丁目２６番地

114 中標津町農業協同組合 標津郡中標津町東７条南２丁目１番地

115 中標津町役場 標津郡中標津町丸山２丁目２２番地

116 中春別農業協同組合 野付郡別海町中春別南町３番地

117 中村興業株式会社 標津郡中標津町東３２条北１丁目２番地

118 株式会社中村電気商会 目梨郡羅臼町富士見町４８番地４

119 西別ハイヤー(有) 野付郡別海町別海寿町3番地2

120 株式会社日建ハウジング 標津郡中標津町東２５条南５丁目６番地

121 株式会社日翔 標津郡中標津町東11条南８丁目９番地

122 日本全薬工業㈱道東事業所中標津コミュニケーションオフィス 標津郡中標津町東２５条南５丁目３－１－６

123 日本ニューホランド株式会社中標津営業所 標津郡中標津町東１条南９丁目１番地１

124 日本ニューホランド株式会社別海営業所 野付郡別海町別海鶴舞町１６９番地

125 日本郵便株式会社標津郵便局 標津郡標津町南３条東１丁目１番２３号

126 日本郵便株式会社中標津郵便局 標津郡中標津町西５条南１丁目１番地６

127 日本郵便株式会社西春別駅前郵便局 野付郡別海町西春別駅前寿町５９

128 日本郵便株式会社別海郵便局 野付郡別海町別海旭町２５番地

129 日本郵便株式会社羅臼郵便局 目梨郡羅臼町富士見町３２

130 ネッツトヨタ釧路株式会社中標津店 標津郡中標津町東２１条北１丁目１番地



131 根室北部消防事務組合標津消防署 標津郡標津町南１条西６丁目２番１号

132 株式会社根室機械センター 標津郡中標津町南中１０番地１

133 根室振興局産業振興部根室家畜保健衛生所 野付郡別海町別海緑町６９番地

134 根室振興局産業振興部根室農業改良普及センター 野付郡別海町別海緑町３８番地の５

135 根室振興局保健環境部中標津地域保健室 標津郡中標津町東１条南６丁目１番地３

136 根室生産農業協同組合連合会 標津郡中標津町東６条南１丁目２番地

137 根室北部消防事務組合　羅臼消防署 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３

138 根室北部消防事務組合中標津消防署 標津郡中標津町丸山２丁目２２番地

139 根室北部消防事務組合別海消防署 野付郡別海町別海新栄町２番地の３

140 根室北部消防事務組合別海消防署西出張所 野付郡別海町西春別駅前寿町147番地

141 根室北部消防事務組合別海消防署東出張所 野付郡別海町尾岱沼潮見町１２２番地の７

142 農事組合法人ヤマギシズム生活北海道別海実顕地 野付郡別海町別海３８６番地の４

143 野付アポロ石油株式会社 野付郡別海町尾岱沼潮見町２４０番地

144 野付漁業協同組合 野付郡別海町尾岱沼港町１７９番地の２

145 長谷川産業有限会社 標津郡標津町北７条西１丁目１番２号

146 株式会社ハタ建材 標津郡中標津町北中１番地４３

147 畠沢ほっけん株式会社 野付郡別海町別海緑町６７番地の２

148 株式会社番匠伊藤組 標津郡中標津町字俵橋142番地３

149 東北海道いすゞ自動車株式会社中標津支店 標津郡中標津町東１３条南１丁目１番地

150 東北海道日野自動車株式会社中標津営業所 標津郡中標津町桜ヶ丘３丁目24番地

151 株式会社樋口電気工業　中標津営業所 標津郡中標津町南中５番地４

152 株式会社尾藤電気 標津郡中標津町東６条北１丁目１番地

153 尾藤電設工事株式会社 野付郡別海町西春別駅前栄町５２番地

154 株式会社ピュアライン中標津営業所 標津郡中標津町西町５丁目４－３

155 廣木建設株式会社 標津郡中標津町西７条北１丁目１番地

156 有限会社ファム・エイ 標津郡中標津町北中１番地２９

157 株式会社別海 野付郡別海町中春別東町30番地

158 株式会社別海清掃センター 野付郡別海町別海寿町２番地の４

159 別海町森林組合 野付郡別海町別海新栄町５番地の２

160 別海町役場 野付郡別海町別海常盤町２８０番地

161 北栄建設有限会社 標津郡中標津町字俵橋１３２９番地

162 北央舗道株式会社 標津郡中標津町緑町南２丁目１番地１

163 北標重機工業有限会社 標津郡中標津町南町９番地13

164 ホクレン農業協同組合連合会中標津支所 標津郡中標津町東６条南１丁目２番地

165 北海電気工事株式会社中標津営業所 標津郡中標津町東７条北１丁目６番地１

166 北海道オリオン株式会社中標津営業所 標津郡中標津町南中６番地18

167 北海道オリオン株式会社 別海営業所 野付郡別海町別海９９番地の５

168 北海道開発局釧路開発建設部中標津道路事務所 標津郡中標津町東２３条北１丁目１番地

169 北海道川崎建機株式会社 釧路支店 中標津営業所 標津郡中標津町字俵橋16線44-89

170 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部中標津出張所 標津郡中標津町東５条北３丁目１番地

171 株式会社北海道クボタ道東支社中標津営業所 標津郡中標津町緑町北１丁目２番地

172 株式会社北海道クボタ道東支社別海営業所 野付郡別海町別海川上町１４１番地

173 北海道警察釧路方面中標津警察署 標津郡中標津町西５条南１丁目２番地４

174 北海道コカ・コーラボトリング株式会社中標津販売課 標津郡中標津町東２７条南１丁目１番地１



175 北海道電力ネットワーク㈱釧路支店中標津ネットワ－クセンタ－ 標津郡中標津町西７条北３丁目１番地

176 北海道電力ネットワーク株式会社中標津ネットワークセンター 標津郡中標津町東７条北１丁目６番地１

177 株式会社北海道ハウス工業 標津郡中標津町南中１１番地１５

178 北海道農業共済組合　ひがし統括センター根室西部支所 野付郡別海町西春別１０９番地の２８

179 北海道農業共済組合　ひがし統括センター根室南部支所 野付郡別海町別海緑町119番地の２

180 北海道農業共済組合ひがし統括センター根室北部支所 標津郡中標津町字俵橋14線37番地3

181 北海道農業共済組合　ひがし統括センター 標津郡中標津町西６条南11丁目６番地１

182 北海道ベンデイング㈱中標津事業所 標津郡中標津町東２７条南１丁目１番地

183 北海道マツダ販売株式会社中標津店 標津郡中標津町東２０条南１丁目１番地

184 ホテル峰の湯 目梨郡羅臼町湯の沢町７番地３

185 株式会社前田電気 標津郡中標津町計根別本通東４丁目３番地１

186 牧野建設株式会社 標津郡中標津町南中５番地12

187 有限会社マシタ 野付郡別海町別海宮舞町１９０番地の１２

188 有限会社　松尾建設 標津郡中標津町字俵橋１３線３３－３７

189 株式会社丸イ佐藤海産 野付郡別海町尾岱沼潮見町１１３番地の２

190 丸建道路株式会社道東営業所 野付郡別海町別海19の５

191 丸松寿建設有限会社 野付郡別海町西春別駅前曙町１番地の６

192 丸二サッシ工業株式会社中標津支店 標津郡中標津町緑町北１丁目５番地

193 有限会社丸寿山下 目梨郡羅臼町富士見町１０７番地６

194 株式会社マルヒロ津田商店 野付郡別海町尾岱沼港町23番地

195 丸和信和建設株式会社 標津郡標津町字川北６３番地５

196 三菱農機販売株式会社北海道支社中標津営業所 標津郡中標津町西５条北２丁目１番地

197 みどり建工株式会社 野付郡別海町西春別駅前西町４６番地

198 明治飼糧株式会社道東支店 標津郡中標津町西８条北５丁目２番地３

199 明治安田生命保険相互会社中標津営業所 標津郡中標津町東６条南１１－２－１

200 有限会社柳田電気 標津郡中標津町青葉台１４番地３５

201 有限会社山崎孝商店 目梨郡羅臼町知昭町１１番地１

202 山下建設株式会社 野付郡別海町別海宮舞町101番地

203 山髙髙玉林業株式会社 標津郡中標津町西１２条南９丁目７番地

204 有限会社山本漁業 目梨郡羅臼町岬町８番地

205 株式会社ヤマレン中標津支店 標津郡中標津町東２８条南１丁目２番地

206 ヤマレンホンダ販売株式会社中標津店 標津郡中標津町東31条北１丁目３番地

207 ヤンマーアグリジャパン株式会社中標津支店 標津郡中標津町南中５番２

208 ヤンマーアグリジャパン株式会社別海支店 野付郡別海町別海１１８番地の１１

209 雪印種苗株式会社別海営業所 野付郡別海町中西別１９２番地の６

210 湯宿だいいち有限会社 標津郡中標津町字養老牛５１８番地

211 横内林業株式会社 標津郡中標津町北中２５番地１８

212 有限会社　吉田建設 標津郡中標津町東36条北１丁目15番地３

213 有限会社吉田ハウス 野付郡別海町別海１３１番地の７４

214 羅臼アポロ石油株式会社 目梨郡羅臼町船見町４５番地

215 羅臼漁業協同組合 目梨郡羅臼町船見町２番地１３

216 有限会社羅臼清掃社 目梨郡羅臼町礼文町５８番地１

217 羅臼町役場 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３

218 酪農協販商事株式会社 標津郡中標津町西１２条北６丁目１番地９



219 陸上自衛隊標津分屯地 標津郡標津町南２条西５丁目３番１号

220 陸上自衛隊別海駐屯地 野付郡別海町西春別４２番地の１

221 渡邊清掃株式会社標津支店 標津郡標津町南６条西１丁目１番19号

222 有限会社ワタナベ葬儀社 標津郡中標津町東９条南１丁目１番地


