
番号 事業所名 事業所住所
1 アークコーポレーション株式会社 帯広市東６条南７丁目２０番地

2 アースサポート帯広 帯広市東７条南１４丁目１番地１３

3 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 帯広市東１条南６丁目２番地４

4 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社帯広支社帯広サービスセンター 帯広市大通南６丁目５番地

5 相澤重機建設工業有限会社 帯広市西１１条南２４丁目９番地

6 株式会社アイザワ電設 帯広市西２０条北２丁目２７番地２２

7 株式会社アイテス帯広支店 帯広市西２５条北１丁目３番地２

8 愛灯学園 帯広市西25条南４丁目８番地

9 株式会社愛農帯広支店 帯広市西17条北２丁目39番３号

10 青木建設株式会社 河西郡芽室町東１１条１０丁目１番地

11 株式会社赤坂組 帯広市西２４条北２丁目５番地７

12 秋津道路株式会社道東事業所 河東郡士幌町字士幌西１線１６７番地

13 株式会社アキマサ 河東郡上士幌町字上士幌東２線227番地

14 株式会社アクシア 河東郡音更町新通６丁目７番地９

15 株式会社アクティブメディカル帯広支店 帯広市西５条南16丁目９番地３  郷ビル３F

16 株式会社アクト 帯広市大通南１６丁目２番地２　アクトビル５Ｆ

17 有限会社アグリサポートさらべつ 河西郡更別村字更別南５線１０２番地

18 アグリシステム株式会社 河西郡芽室町東芽室基線１５番地８

19 株式会社アグリダイレクト 河西郡芽室町東芽室北一線18番地７

20 株式会社アグロジャパン帯広営業部 帯広市西９条南11丁目４番１号

21 浅岡工業株式会社 帯広市大通南３０丁目２番地

22 株式会社浅川商会 ピザハット帯広店 帯広市西２条南６丁目４番地

23 有限会社浅倉圧送 河東郡音更町新通２丁目５番地４

24 株式会社朝日 帯広市西７条南５丁目２番地

25 旭川計量機株式会社帯広支店 帯広市東４条南13丁目２番２号

26 株式会社旭ダンケ帯広営業所 中川郡幕別町札内桜町３９番地１

27 株式会社アシストワン 河東郡音更町木野大通 14丁目１番地１５

28 味の素食品北海道株式会社 河西郡芽室町西９条７丁目１

29 株式会社アスクゲートネクサス 帯広市西９条南１３丁目４番１２号 ＡＳＫ　ＧＡＴＥ　ＢＬＤ．２Ｆ

30 株式会社あすなろ道東支社 帯広市東９条南13丁目１番地18

31 株式会社アスワン 中川郡幕別町札内青葉町３０８番地

32 株式会社アド・プリント 帯広市東３条南８丁目１７番地

33 株式会社アブカワ 帯広市西１９条北２丁目１１番地１０

34 アフラック道東支社 帯広市大通南９丁目４　帯広大通ビル６Ｆ

35 株式会社アベ 帯広市大通南３丁目１７番地１

36 株式会社阿部造園 河東郡音更町宝来北１条２丁目２番地

37 アメニティ帯広 帯広市西16条北１丁目27番地

38 株式会社あらた帯広支店 帯広市西１８条北１丁目７番地７

39 アラヤ総合設計株式会社 帯広市西12条南12丁目２番地２

40 ALSOK北海道株式会社帯広支社 帯広市西１０条南２丁目１１番地１

41 アルテック株式会社帯広営業所 帯広市西２４条北２丁目５番地４５

＜帯広警察署＞



42 株式会社　安西製作所北海道支店 河西郡芽室町東芽室北１線10番29号

43 株式会社安全資材 帯広市西２４条南２丁目２０番地１

44 株式会社アンビックス十勝ナウマン温泉ホテルアルコ 中川郡幕別町忠類白銀町３８４番地１

45 株式会社イーグル電気 帯広市西１７条南３丁目１番１２

46 飯田建設株式会社 帯広市西１０条北６丁目６番地

47 株式会社イートラスト 河東郡上士幌町字上士幌東３線262番地

48 飯沼建設株式会社 帯広市西４条北２丁目２０番地１

49 株式会社Ｅ保険プランニング 帯広市大通南11丁目20-１

50 株式会社E保険プランニング 帯広せいなん支店 帯広市西８条南１６丁目１－１

51 株式会社Ｅ保険プランニング帯広中央支店 帯広市大通南11丁目20－１ TRAD十勝ビル

52 イカリ消毒株式会社帯広営業所 帯広市東７条南３丁目１－２６

53 有限会社池川道路 帯広市柏林台東町１丁目10番地

54 株式会社池田金属板工業 帯広市西20条北１丁目６番１５号

55 池田建設工業株式会社 河西郡芽室町東芽室基線２番地22

56 株式会社池田塗装工事 帯広市西８条南３０丁目２番地３

57 有限会社　一色設備工業 帯広市西２０条北２丁目２４番地３

58 石﨑設備工業株式会社 河西郡芽室町東５条１丁目３番地

59 石野コンクリート工業株式会社 中川郡幕別町字依田５４５番地３

60 株式会社伊豆倉組 帯広市東６条南７丁目２０番地

61 株式会社ヰセキ北海道道東商品センター 帯広市西19条北２丁目13番５

62 株式会社ヰセキ北海道　帯広営業所 帯広市西２２条北１丁目１３番地

63 株式会社伊善建設 帯広市西１０条南１２丁目３番地

64 磯部鉄建株式会社 帯広市西２３条北１丁目１番１７

65 板垣建設有限会社 帯広市西８条南２８丁目２６番地

66 イチエイ山田建設株式会社 帯広市東７条南８丁目１１番地

67 株式会社市川組 帯広市緑ケ丘２条通５丁目４

68 株式会社いちたかガスワン帯広支店 帯広市西２４条南１丁目４番地１

69 有限会社五日市 帯広市大通南２１丁目７番地

70 一成技建株式会社 中川郡幕別町札内みずほ町１６０番地８４

71 一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 帯広市南町南７線５６番地７帯広の森運動公園

72 一般財団法人森林林業調査研究所道東支部 帯広市東９条南13丁目１番地18

73 一般財団法人北海道河川財団 帯広支所 帯広市東１条南１丁目２番 東１条ビル２階

74 一般財団法人北海道交通安全協会 帯広市大通北１丁目4番地２

75 一般財団法人北海道森林整備公社 帯広出張所 帯広市東10条南８丁目１番地21 帯広林業会館２階

76 一般財団法人北海道電気保安協会帯広支部 帯広市西４条南３丁目１２番地２

77 一般社団法人家畜改良事業団十勝種雄牛センター 中川郡幕別町字猿別173-8

78 一般社団法人帯広身体障害者福祉協会 帯広市公園東町３丁目９番地

79 一般社団法人日本自動車連盟帯広支部 帯広市西８条北１丁目１４番地１

80 一般財団法人日本森林林業振興会札幌支部帯広支所 帯広市東９条南13丁目１－２

81 一般社団北海道総合在宅ケア事業団帯広地域訪問看護ステーション 帯広市西１４条南１５丁目５－１ＭＹビルⅡ

82 株式会社伊藤園帯広支店 帯広市西１２条北３丁目１－７１

83 伊藤忠エネクスホームライフ北海道(株)帯広支店 帯広市西７条南11丁目11番地５

84 井上塗装工業株式会社 帯広市白樺１６条東１３丁目４



85 株式会社イノタニ 帯広市西５条南３０丁目１３番地

86 井原林産株式会社 帯広市東３条南６丁目１９番地

87 今井金商株式会社帯広支店 河西郡芽室町東芽室北１線16番地６

88 医療法人社団刀圭会協立病院 帯広市西16条北１丁目27

89 医療法人社団翔嶺館十勝の杜病院 中川郡幕別町字千住193番地４

90 医療法人社団博仁会大江病院 帯広市西２０条南２丁目５番３号

91 医療法人社団翔嶺館音更宏明館病院 河東郡音更町木野大通東１７丁目１番地６

92 医療法人徳洲会帯広徳洲会病院 河東郡音更町木野西通１４丁目２番地１

93 株式会社岩佐 帯広市西２０条南５丁目１３番地３

94 株式会社岩崎 帯広支店 帯広市西19条南１丁目４番21号

95 イワタニセントラル北海道株式会社 中川郡幕別町札内みずほ町143-112

96 インタートラクターサービス株式会社帯広営業所 帯広市西23条北１丁目５番１号

97 株式会社ヴァンテック 帯広市西14条北４丁目１番地12

98 株式会社ウィネット 帯広市西９条南２７丁目１４番地１

99 株式会社ウインクリン 帯広市西２３条北４丁目６番地５

100 上嶋工業株式会社 帯広市西16条南４丁目21番８号

101 株式会社ウエスタン 帯広市西１３条南２７丁目４－３

102 株式会社上田建設 河東郡音更町木野大通東１５丁目３番地４５

103 上田自動車工業株式会社 帯広市大正町本通２丁目新４番地

104 潮物産株式会社帯広営業所 帯広市西９南４丁目13番地

105 株式会社内海林業 河東郡上士幌町字上士幌東１線２３３番地６

106 株式会社ウチダシステムズ北海道支社帯広支店 帯広市西３条南１０丁目３２番地日本生命帯広駅前ビル４Ｆ

107 株式会社梅屋 帯広市西４条南１７丁目１３番地

108 エア・ウォーター十勝食品株式会社林屋工場 中川郡幕別町札内みずほ町１６０番地の６９

109 エア・ウォーター北海道株式会社帯広産業医療営業所 帯広市西５条南５丁目４番地

110 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社道東支店帯広営業所 帯広市西５条南５丁目４番地

111 株式会社英一造林 河東郡音更町木野西通９丁目７番地栄荘Ｃ号室

112 永光建設株式会社 帯広市西２０条北２丁目２８番地２１

113 エイジス北海道株式会社　帯広ディストリクトオフィス 帯広市西９条南13丁目５番地２　マサルアイ１階

114 ＡＧＣ硝子建材株式会社北海道支社道東支店 帯広市西２０条南１丁目１４番地４３

115 ＡＷアグリトラスト株式会社 中川郡幕別町忠類本町２１番地

116 ＡＷアグリフーズテクノ株式会社 河西郡更別村字更別１９４番地５

117 株式会社エールプロジェクト 中川郡幕別町札内北栄町59‐15

118 株式会社エスピーエム 帯広支店 河西郡芽室町東芽室北１線22-10

119 ＮＥＣフィールディング株式会社帯広営業所 帯広市西３条南１０丁目３２番地日本生命帯広駅前ビル５Ｆ

120 NXエネルギー北海道株式会社　十勝ひまわり支店 帯広市西６条南14丁目１番地

121 ＮＸ機工株式会社帯広支店 帯広市西２０条北１丁目１７番地

122 ＮＸ商事株式会社帯広営業センター 帯広市西20条南１丁目１番10

123 株式会社NKインターナショナル 帯広市東３条南８丁目１番地１NKビル

124 ＮＣカード株式会社 帯広市西５条南１４丁目５番地

125 NTTアノードエナジー（株）東日本事業本部北海道支店帯広担当 帯広市東３条南12丁目２番

126 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道　北海道東支店 帯広市東３条南１２丁目２番地

127 NPO法人幕別札内スポーツクラブ 中川郡幕別町札内中央町５３２－１２



128 株式会社エネコープ帯広営業所 帯広市西１８条北１丁目１番５３

129 株式会社エネサンス北海道帯広支店 河西郡芽室町東芽室基線４－４

130 荏原環境プラント株式会社帯広管理事務所 帯広市西２４条北４丁目１番地５くりりんセンター内

131 株式会社エドビ帯広営業所 帯広市西19条南１-４-１７

132 有限会社エムエー工業 帯広市西３条南２８丁目１４番地

133 エム・エス・ケー農業機械株式会社十勝支社 河西郡芽室町東芽室基線５番地３

134 MSD株式会社帯広サテライトオフィス 帯広市大通南10丁目８　帯広フコク生命ビル２階

135 株式会社Mｚ原田道東営業所 河東郡音更町木野東通２丁目７番地１

136 ＭＰアグロ株式会社帯広支店 帯広市西１８条南１丁目２－３７

137 エリーゼ薬品株式会社 帯広市西２０条北２丁目２番地１

138 株式会社　エルバ北海道 帯広市西２３条北４丁目１番地２７

139 株式会社エンパイアー帯広支店 帯広市西１９条南１丁目７番地１９

140 株式会社延与牧場 河東郡上士幌町字上士幌東３線２６２番地

141 王子木材緑化株式会社帯広営業所 帯広市西１３条南１６丁目１番地２８

142 株式会社王勝設備 帯広市西19北２-１３-１０

143 王子与志本林業株式会社北海道営業部 帯広市東十条南８－１－２１

144 株式会社大泉 河東郡音更町緑陽台仲区１番地３

145 株式会社大上電気工業 中川郡幕別町本町35番地１

146 有限会社大沢商会 帯広市西１６条北１丁目２２番地

147 有限会社大滝組 河東郡士幌町西３線１５８番地

148 有限会社太田軽鉄 中川郡幕別町字千住397番地78

149 太田電機株式会社 帯広市西１８条北１丁目１７番地３３

150 株式会社大谷商店 帯広市大通南１２丁目１８番地

151 大塚電設工事株式会社 河東郡音更町宝来仲町北１丁目１２番地９

152 大槻理化学株式会社帯広営業部 帯広市西１８条南１丁目２番地３５

153 有限会社大津配管工業 帯広市西２２条南１丁目１１番地１６

154 株式会社大西洋行 帯広市西１２条北３丁目１番地

155 大簇建設株式会社 帯広市西１８条北１丁目１７番地５７

156 岡田建設株式会社 帯広市西１条南２９丁目１番地

157 株式会社オガテック 河東郡音更町駒場南２条通６番地９

158 株式会社オカモト 帯広市東４条南１０丁目２番地

159 株式会社オカモト　ピットオフ音更店 河東郡音更町木野大通西１３丁目１番地２６

160 奥田工業株式会社 帯広市西24条北２丁目５番35号

161 株式会社奥原商会 帯広市西２０条北１丁目３番３０号

162 小椋塗工株式会社 河東郡音更町宝来東町北１丁目１－４３

163 音更町商工会 河東郡音更町大通６丁目６番地

164 音更運輸工業株式会社 河東郡音更町木野大通西５丁目２番地３

165 有限会社音更環境管理センター 河東郡音更町木野大通東13丁目３番地６

166 有限会社音更町ディリーサービス 河東郡音更町希望が丘１番地

167 有限会社音更美装 河東郡音更町木野西通１０丁目４番地

168 音更町農業協同組合 河東郡音更町大通５丁目１番地

169 音更町役場 河東郡音更町元町２番地

170 音更電設株式会社 河東郡音更町南鈴蘭南２丁目５番地



171 有限会社尾畑商会 帯広市西２０条北２丁目２７番地３

172 株式会社帯ガスサービス 帯広市西９条南８丁目５番地

173 株式会社帯建工業 帯広市東１１条南８丁目１番地２０

174 おびしんビジネスサービス株式会社 帯広市西３条南７丁目２番地帯広信用金庫本店内

175 株式会社帯広旭楽器商会 帯広市西７条南１７丁目１１番地

176 帯広開発建設部 帯広市西５条南８丁目

177 帯広開発建設部帯広河川事務所 中川郡幕別町札内西町７３－６

178 帯広開発建設部帯広道路事務所 中川郡幕別町札内西町７３番地６

179 帯広開発建設部帯広農業事務所 帯広市西５条南８丁目

180 帯広ガス株式会社 帯広市西９条南８丁目５番地

181 帯広ガス燃料株式会社 帯広市西２条南１丁目１

182 帯広ユアサ電池販売株式会社 帯広市西１条南３丁目１２番地２

183 帯広ケアセンター 帯広市川西町西１線４７番２号

184 帯広刑務所 帯広市別府町南１３線３３番地

185 株式会社帯広公益社 帯広市大通南８丁目２番地

186 株式会社帯広公害防止技術センター 帯広市東８条南３丁目１番地

187 帯広鋼板株式会社 河西郡芽室町東芽室北１線16番地３

188 帯広コンクリートポンプ株式会社 帯広市西７条南41-1-20

189 帯広三条高等学校 帯広市西２３条南２丁目１２番地２

190 帯広市学校教育部学校教育室学校教育課 帯広市西５条南７丁目１番地

191 帯広市学校教育部教育総務室企画総務課 帯広市西５条南７丁目１番地

192 帯広市川西農業協同組合 帯広市川西町西２線６１番地１

193 帯広市川西農業協同組合帯広中央支店 帯広市西５条南９丁目１番地１

194 帯広市公営企業料金課 帯広市西５条南７丁目１番地

195 帯広市公営企業下水道課 帯広市西５条南７丁目１番地

196 帯広市公営企業水道課 帯広市西５条南７丁目１番地

197 帯広市市民福祉部健康保険室健康推進課 帯広市東８条南１３丁目１番地

198 帯広市市民福祉部こども福祉室こども課 帯広市西５条南７丁目１番地

199 帯広市市民福祉部生活支援室生活支援第２課 帯広市西5条南7丁目1番地

200 帯広市市民福祉部生活支援室生活支援第１課 帯広市西５条南７丁目１番地

201 帯広市総合ケアセンター　百年の森 帯広市西８条南12丁目２番１号

202 帯広市総務部危機対策室消防課 帯広市西６条南６丁目３番地１

203 帯広市総務部総務室総務課 帯広市西５条南７丁目１番地

204 株式会社帯広シティーケーブル 帯広市東１条南８丁目

205 株式会社帯広自動車学校 帯広市緑ヶ丘９丁目２番地

206 帯広自動車販売店協会 帯広市西１９条北１丁目３番１９号

207 帯広市都市環境部環境室清掃事業課 帯広市西２４条北４丁目１番地

208 帯広市都市環境部都市建築室住宅営繕課 帯広市西５条南７丁目１番地

209 帯広市都市環境部土木室道路維持課 帯広市南町南６線４６番地４

210 株式会社帯広市農業振興公社 帯広市八千代町西４線１８６番地１

211 帯広市農政部農政室農政課 帯広市川西町基線６１番地

212 帯広市市民福祉部福祉支援室介護高齢福祉課 帯広市西５条南７丁目１番地

213 帯広信用金庫 帯広市西３条南７丁目２番地



214 帯広信用金庫木野支店 河東郡音更町木野大通西５丁目１番地８

215 帯広信用金庫札内支店 中川郡幕別町札内中央町380番地

216 帯広信用金庫中央支店 帯広市西３条南14丁目１番地１

217 帯広信用金庫西支店 帯広市西17条北１丁目30番11号

218 帯広信用金庫 柏林台支店 帯広市西18条南３丁目25番１

219 帯広信用金庫東支店 帯広市東２条南10丁目１－１

220 帯広信用金庫本店 帯広市西３条南７丁目２番地

221 帯広スズキ株式会社 帯広市西２１条南１丁目１番地６

222 帯広スバル自動車株式会社 帯広市西13条北１丁目１番

223 有限会社帯広清掃工務店 帯広市緑ヶ丘１条通３丁目７番地

224 帯広税務署 帯広市西５条南８丁目　帯広第二地方合同庁舎

225 帯広大正農業協同組合 帯広市大正本町東１条２丁目１番地

226 帯広断熱株式会社 帯広市東１条南３丁目１７番地

227 帯広地方卸売市場株式会社 帯広市西２１条北１丁目５番地１

228 帯広電子株式会社 帯広市西19条北２丁目12－７

229 帯広ドクタータウン 帯広市西23条南２丁目16-38

230 帯広トヨペット株式会社 帯広市大通南６丁目１７番地

231 帯広トヨペット株式会社西店 帯広市西22条南１丁目１番地２

232 帯広トヨペット株式会社 南店 帯広市大通南２０丁目１０番地

233 帯広日産自動車株式会社　音更店 河東郡音更町木野大通東１５丁目２番地

234 帯広日産自動車株式会社ギャラリー２２ 帯広市西２２条南３丁目２１番

235 帯広日産自動車株式会社ドーム店 帯広市西７条南２０丁目１番地

236 帯広日産自動車株式会社西１６条店 帯広市西１６条北１丁目２１番地

237 帯広日産自動車株式会社幕別店 中川郡幕別町相川４７１番地

238 帯広日産自動車株式会社南２９丁目店 帯広市大通南２９丁目２番地

239 有限会社帯広はなや 帯広市西10条南17丁目３番地

240 帯広ビル管理株式会社 帯広市大通南１５丁目１９番地

241 帯広プロパン株式会社 帯広市西１６条南４丁目３９番１０

242 帯広三菱自動車販売株式会社 帯広市大通南２３丁目１０

243 帯広ヤクルト販売株式会社 帯広市西７条南５丁目２番地

244 帯広やわらぎ園 帯広市大正本町２６７番地１

245 帯広緑地興業有限会社 帯広市東２条南２９丁目２－６

246 株式会社帯広臨床検査センター 帯広市東２条南17丁目

247 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社 帯広市西３条南１０丁目３２日本生命帯広駅前ビル

248 株式会社カーオート・ジーエム 帯広市西15条南１丁目７

249 介護老人保健施設りらく 河西郡芽室町東芽室南２線１６番地２

250 介護老人保健施設あんじゅ音更 河東郡音更町中鈴蘭元町２番地９

251 介護老人保健施設ケアステーションアンダンテ 帯広市西１７条南３丁目２４番２４号

252 介護老人保健施設とかち 河東郡音更町緑陽台南区２番地６

253 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 帯広支店 帯広市大通南１０丁目１８番地帯広東京海上日動ビル２Ｆ

254 花王フィールドマーケティング株式会社 帯広市大通南１０丁目１８番地東京海上日動ビル２Ｆ

255 株式会社梶尾花園 帯広市西３条北１丁目１３番地

256 株式会社柏原左官工業 河東郡音更町緑陽台南区21-117



257 片桐機械株式会社帯広営業所 河西郡芽室町東芽室基線１８－１

258 株式会社かちまいサービスかちまいサウスゲート販売店 帯広市清流東２丁目１番地６

259 株式会社かちまいサービス　かちまい芽室 河西郡芽室町東１条３丁目20番地

260 株式会社かちまいサービスかちまいフォレスト 帯広市大空町12丁目１－５

261 株式会社かちまいサービスかちまい自由が丘 帯広市西19条南５丁目13－3

262 株式会社かちまいサービスかちまい木野東店 河東郡音更町宝来東町北１丁目１－４２

263 株式会社かちまいサービスかちまい緑西 帯広市西17条南４丁目８－１７

264 株式会社かちまいサービスかちまいセンターゲート 帯広市東１条南８丁目２

265 株式会社かちまいサービスかちまい幕別 中川郡幕別町錦町50

266 株式会社かちまいサービスかちまい札内 中川郡幕別町札内桜町83番地３

267 株式会社かちまいサービス 帯広市東1条南8丁目2番地

268 株式会社勝毎ホールディングス 帯広市西７条南19丁目１番地

269 学校法人音更共栄台学園 河東郡音更町共栄台西１１丁目５番地

270 学校法人帯広葵学園つつじが丘幼稚園 帯広市西２５条南３丁目９番地

271 学校法人帯広葵学園帯広の森幼稚園 帯広市南町南８線４６番地９

272 学校法人帯広大谷学園音更大谷幼稚園 河東郡音更町希望が丘３番地３

273 学校法人帯広学園帯西幼稚園 帯広市西２２条南４丁目２６番地１

274 学校法人帯広学園第一いずみ幼稚園 帯広市東１０条南１３丁目１番地

275 学校法人帯広みどり学園 帯広市西１２条南３０丁目１番地２

276 学校法人帯広竜谷学園帯広幼稚園 帯広市西２１条南３丁目２２番地２

277 学校法人帯広わかば学園 帯広市西１７条南５丁目３０番地４

278 学校法人　帯広渡辺学園 帯広市稲田町基線８番地２

279 学校法人釧路カトリック学園　柏林台カトリック幼稚園 帯広市柏林台中町１丁目６

280 学校法人聖公会北海道学園帯広聖公会幼稚園 帯広市西８条南１２丁目３番地

281 学校法人十勝立正学園芽室幼稚園 河西郡芽室町東６条３丁目２番地

282 学校法人十勝竜谷学園幕別幼稚園 中川郡幕別町札内豊町９番地１

283 株式会社嘉藤農機 帯広市西３条南９丁目２３　帯広経済センタービル西館７階

284 加藤建設株式会社 中川郡幕別町忠類白銀町２００番地

285 有限会社加藤建装 帯広市西８条南１丁目６番地１

286 有限会社　嘉藤産業 河東郡上士幌町字上士幌１３８番地３１

287 有限会社加藤設備工業所 帯広市西７条北５丁目５番地

288 株式会社カナモト帯広営業所 河西郡芽室町東芽室基線８番地１

289 カネキ鈴木造材株式会社 帯広市西４条南17丁目５－２

290 株式会社カネマル 河西郡芽室町北芽室北４線38

291 上士幌自動車工業株式会社 河東郡上士幌町字上士幌東３線２４２番地

292 上士幌町ナイタイ高原牧場 河東郡上士幌町字上音更８５番地２

293 上士幌町農業協同組合酪農総合センター 河東郡上士幌町字上士幌東3線230番地

294 上士幌町役場 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３８番地

295 上士幌町農業協同組合 河東郡上士幌町字上士幌東２線２３８番地

296 上士幌ボデー工業 河東郡上士幌町字上士幌東３線２４３番地

297 株式会社上嶋自動車 帯広市西２４条北１丁目３番３０

298 株式会社ガモウ北海道帯広支店 帯広市東６条南５丁目10

299 株式会社カルテック 帯広市西１９条北１丁目２０番地１２



300 カルビーポテト株式会社芽室事務所 河西郡芽室町東芽室南３線２３番地

301 河合鉄工株式会社 帯広市西２２条北１丁目５番１号

302 河井ローダー建設株式会社 帯広市西２４条北２丁目５番地５８

303 川岸電設株式会社 帯広市西２条南３８丁目４番１４

304 株式会社川崎米穀 帯広市緑ヶ丘１条４丁目５番地

305 川尻産業株式会社 河東郡音更町宝来北１条２丁目１番地

306 川田工業株式会社 帯広市東５条南５丁目１番地

307 有限会社河部興業芽室営業所 河西郡芽室町東芽室北１線２２番地１

308 株式会社川村組 河東郡上士幌町字上士幌東２線２３４番地

309 株式会社かんきょう 河西郡芽室町西１条南３丁目２番地１２

310 株式会社環境テクノス帯広支店 帯広市西16条南31丁目７番地２５

311 株式会社観月苑 河東郡音更町十勝川温泉南１４丁目２番地

312 神部組 帯広市西１５条南１２丁目１番地５３

313 株式会社かんぽ生命保険帯広支店 帯広市西３条南９丁目２

314 株式会社かんぽ生命保険帯広支店音更郵便局かんぽサービス部 河東郡音更町新通１９－１－７

315 株式会社かんぽ生命保険帯広支店帯広郵便局かんぽサービス部 帯広市西３条南８－１０

316 有限会社基覚工業 河東郡音更町木野大通西１８丁目４番地

317 菊地技術コンサルタント株式会社 中川郡幕別町札内中央町５３２番地

318 株式会社菊地建設工業 中川郡幕別町札内豊町25番地１３

319 キサキ糧穀株式会社 帯広市愛国町基線４１番地１５

320 株式会社北口電器商会 帯広市西24条北２丁目５番52

321 株式会社北のハウス 帯広市大通南１７丁目６番地１

322 北原通信株式会社 帯広市東９条南１４丁目２番地

323 有限会社喜多ブロック工業 帯広市南町東５条５丁目２番地

324 北北海道ダイハツ販売株式会社U-CAR帯広店 帯広市西19条南１丁目８番５号

325 北北海道ダイハツ販売株式会社帯広店 帯広市西１６条北１丁目２１番地

326 北見信用金庫帯広支店 帯広市西２条南７丁目２番地

327 株式会社橘内建設 河東郡上士幌町字上士幌東２線２３５番地

328 木下工業株式会社 帯広市西１６条南１丁目３２番７

329 木野農業協同組合 河東郡音更町木野大通西６丁目１番地

330 株式会社キムラリース帯広営業所 帯広市西20条北２丁目24－４

331 キャノンシステムアンドサポート㈱北海道東営業部帯広営業所 帯広市西３条南９丁目２番地

332 キャノンメディカルシステムズ株式会社帯広出張所 帯広市西１６条南１丁目１８番５号

333 株式会社九神ファームめむろ 河西郡芽室町中美生２線４７番地１

334 共栄火災海上保険株式会社北海道支店帯広支社 帯広市西6条南6丁目3番地ソネビル5F

335 株式会社共成 帯広市西１７条南１丁目１番１３

336 株式会社共成レンテム農機事業所大正整備センター 帯広市大正町基線45番地３

337 株式会社共成レンテム 帯広市西１８条北１丁目１４番地

338 (株)共成レンテム農機事業所 中川郡幕別町明野６５８番地

339 株式会社共成レンテム幕別営業所 中川郡幕別町明野658番地１

340 共和コンクリート工業株式会社帯広支店 中川郡幕別町字衣田236

341 有限会社清見自動車教習所 帯広市西１８条北２丁目２４番地６

342 有限会社キリヤガラス店 帯広市西６条北１丁目１２番地



343 桐谷建設工業株式会社 帯広市西１６条南１丁目１２番地５

344 株式会社キロコ電気 帯広市新町西９丁目２番地

345 釧路倉庫株式会社　川西 西帯広グリーンセンター 帯広市西２２条南１丁目６番地

346 釧路トヨタ自動車株式会社帯広支店 帯広市東２条南１０丁目２０番地

347 釧路トヨタ自動車株式会社音更店 河東郡音更町木野大通東13丁目１番地12

348 釧路トヨタ自動車株式会社西帯広支店 帯広市西１９条北１丁目６番地９

349 釧路トヨタ自動車株式会社レクサス帯広 河東郡音更町木野大通東14丁目２－１

350 栗林建設株式会社 帯広市西１０条南４丁目１２番地

351 株式会社クボタ建機ジャパン道東営業所 帯広市西２２条北１丁目５番１４号

352 熊谷農場 河東郡音更町字西中音更北１９線１５番地

353 株式会社熊野会計事務所 帯広市白樺16条東20丁目５番地

354 クリーン開発株式会社芽室営業所 河西郡芽室町東１１条１０丁目１番地２９

355 栗建機工株式会社 帯広市西２３条北１丁目４番３０号

356 栗林トーヨータイヤ株式会社帯広支店 帯広市西１９条北１丁目４番２号

357 株式会社クローバーズ 河東郡音更町然別北４線34番地

358 株式会社クワザワ道東支店帯広営業所 帯広市西２０条北２丁目２８番地１

359 クワタ左官工業株式会社 帯広市西18条南２丁目13番地

360 株式会社軽自動車館帯広店 帯広市西５条南31丁目３－11

361 株式会社ケイセイ 帯広市東５条南７丁目１番地３

362 株式会社ケイセイ建材 帯広市東７条南１５丁目１番地

363 株式会社ケイセイ飼料部 河西郡芽室町西９条４丁目１番地

364 株式会社ケイホク 河東郡音更町木野大通東8-6-23

365 啓北建設工業有限会社 河東郡音更町木野大通東８丁目５番地

366 株式会社ケー・エス エスポワール　士幌事業所 河東郡士幌町字士幌西２線146番地

367 株式会社光栄工業 河東郡上士幌町東２線２２６番地

368 公益財団法人とかち財団 帯広市西２２条北２丁目２３番地

369 公益財団法人北海道農業公社帯広支所 帯広市西３条南７丁目１４番地

370 公益社団法人北海道浄化槽協会帯広検査事務所 帯広市西１６条南６丁目３０－２３わかばビル２F

371 高速道路トールテクノロジー株式会社帯広テクノショップ 河東郡音更町字音更西２線７番地３

372 交通警備株式会社 河西郡芽室町東芽室基線３番地２

373 有限会社合同保険事務所 帯広市西18条南４丁目46－14

374 興農産業株式会社 中川郡幕別町相川８０１

375 株式会社晃陽燃料 帯広市東５条南２１丁目１番地９

376 有限会社小枝産業 河東郡音更町木野大通西１０丁目１番地

377 コープさっぽろ宅配事業本部帯広南ｾﾝﾀｰ 帯広市西４条南３６丁目１番１７号

378 株式会社コーンズ・エージー 河西郡芽室町東芽室北１線１４－１

379 有限会社コガワ 河西郡芽室町東芽室北１線16－22

380 国際綜合ガラス株式会社 帯広市西１６条北１丁目２４番地

381 国分北海道株式会社道東支社帯広支店 帯広市西１８条南１丁目２番地３３

382 国立大学法人北海道国立大学機構　帯広畜産大学 帯広市稲田町西２線１１番地

383 株式会社互建防水工業 帯広市西１０条南１１丁目２番地６

384 株式会社コスモ 河西郡芽室町東芽室北１線16-12

385 小寺建設株式会社 河東郡上士幌町字上士幌東２線２２９番地



386 寿工業株式会社 河西郡中札内村協和東１条２４９番地３

387 株式会社コニシ 帯広市西１９条南１丁目４番地１０

388 株式会社コハタ帯広営業所 帯広市西２０条北３丁目２２－１０

389 コマツカスタマーサポート株式会社　リフト帯広支店 河西郡芽室町東芽室基線１９番地２

390 コマツ道東株式会社 帯広市西２４条北１丁目３番４号

391 コマツレンタル道東株式会社 帯広市西２４条北１丁目３番４号

392 有限会社小宮銃砲火薬店 帯広市東１条南８丁目２０番地

393 株式会社小森照吉商店 帯広市愛国町基線４１番地

394 小柳協同株式会社帯広営業所 帯広市西２２条北１丁目５番３号

395 コロナセントラルサービス株式会社帯広営業所 帯広市西４条北２丁目６－３

396 株式会社近藤商会 帯広市西１９条北１丁目５番１２号

397 斉藤配管設備株式会社 河東郡音更町木野大通東１３丁目１番地２３

398 株式会社酒井新聞販売サービスアンカー 帯広市西16条北１丁目８番地５

399 株式会社　酒井鉄工帯広工場 帯広市西２４条北２丁目５番３６号

400 サカエ農機株式会社 河東郡音更町字東和西４線４７番地

401 SAKURAI株式会社 河東郡音更町緑陽台仲区２番地７

402 佐虎建業有限会社 帯広市新町西２丁目１０番地

403 株式会社笹井ホテル 河東郡音更町十勝川温泉北１５丁目１番地

404 佐々木畜産株式会社 帯広市西２４条南１丁目１番地

405 有限会社 佐々木木材 河東郡上士幌町字上士幌東２線２３５番地

406 株式会社笹原商産 中川郡幕別町錦町６５番地

407 笹谷建設株式会社 帯広市西８条南１７丁目１番地

408 株式会社サソイダスキンヘルスレント十勝ステーション 帯広市大通南２１丁目５番地

409 有限会社札内清掃センター 中川郡幕別町札内青葉町３０８

410 札内農業協同組合 中川郡幕別町札内中央町５５０番地

411 札内緑地株式会社 中川郡幕別町札内西町９１番地の７

412 株式会社サトウ 帯広市西２５条北１丁目１番地３

413 株式会社サトウ機工 河東郡上士幌町東２線２２３番地

414 株式会社佐藤工務店 帯広市緑ヶ丘７丁目２番地

415 株式会社佐藤土建 河東郡士幌町字士幌東６条２丁目１番地４

416 株式会社サニクリーン北海道帯広営業所 帯広市西１７条南３丁目３７番３号

417 株式会社ザ本屋さん 帯広市西11条南１丁目11番地

418 佐山砕石総合プラント株式会社 中川郡幕別町明野２１４番地１

419 更別森林組合 河西郡更別村字更別南２線91番地４

420 株式会社更別企業 河西郡更別村字更別南２線９２番地１０

421 更別村農業協同組合 河西郡更別村字更別南２線９２番地

422 更別村役場 河西郡更別村字更別南１線９３番地

423 株式会社サンキュー１００満ボルト帯広西店 帯広市西22条南２丁目10番地11

424 株式会社三協設備 帯広市西１７条南３丁目３６番２２

425 三協テック株式会社北海道帯広支店 帯広市西20条北２丁目27番地10

426 有限会社三協美研 帯広市西１９条北３丁目２７番地１

427 三共舗道株式会社帯広営業所 中川郡幕別町明野３５０番地

428 株式会社サングリン太陽園帯広センター 帯広市西２３条北２丁目１７番地３



429 有限会社三恵建設 帯広市西１条南24丁目７番地２

430 株式会社三光工業 帯広市西２条南２７丁目１６番地

431 株式会社三光産業 帯広市大通南１６丁目１８番地

432 株式会社サンコー緑化十勝営業所 帯広市東３条南２５丁目６番地

433 サンテクノ株式会社 帯広市西２３条北２丁目１７番地８

434 株式会社サンテック 河西郡芽室町東芽室基線２番地２２

435 サントリービバレッジサービス株式会社北海道営業本部帯広支店 中川郡幕別町千住１９４番地

436 株式会社サンパックス 帯広市西１７条南１丁目１４番地

437 三洋興熱株式会社 帯広市西８条南７丁目１番地

438 株式会社サンライト 帯広市西20条北２丁目27番地７号

439 三立機電株式会社 帯広支店 帯広市西20条北１丁目３番24号

440 三和警備有限会社 帯広市西５条北２丁目７番地４

441 三和シャッター工業株式会社帯広統括営業所 帯広市西２０条北２丁目２８番地６

442 三和浄化株式会社 帯広市西１７条南３丁目１８－１

443 シーアイマテックス株式会社　北海道支店 河西郡芽室町東4条6丁目1番10号

444 JA全農ET研究所繁殖義塾 河東郡士幌町上音更西３線180番地

445 自衛隊帯広地方協力本部 帯広市西１４条南１４丁目４番地

446 自衛隊帯広地方協力本部十勝地区隊 帯広市西５条南１４丁目１３番地　ＮＣサウスビル

447 ジェイテクトセールス株式会社 帯広市西23条北１丁目３番地53タチノウエストビル

448 JA全農ET研究所 河東郡上士幌町字上音更西６線３３１－１１

449 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 帯広市西14条南10丁目１番地

450 株式会社J-POWERハイテック十勝事業所 河東郡上士幌町東２線２２８番４

451 株式会社J-POWERハイテック発電事業本部上士幌事業所 河東郡上士幌町字上士幌東２線２２８番地

452 株式会社ジオックス 河東郡音更町新通１丁目６番地１９

453 四国物産株式会社帯広支店 帯広市西８条南９丁目22番地

454 株式会社時事タイムス放送社 帯広市東２条南11丁目３番地

455 児童養護施設十勝学園 帯広市東９条南２１丁目１番地９

456 株式会社シバタ 帯広市東１条南１０丁目１７番地

457 有限会社柴田工業 河西郡芽室町東10条７丁目３-10

458 株式会社柴野電工社 帯広市東９条南１０丁目３５番地

459 士幌貨物株式会社 河東郡音更町木野大通東８丁目６番地３４

460 株式会社士幌建設 河東郡士幌町字士幌西１線１６２番地

461 士幌町農業協同組合 河東郡士幌町字士幌西２線１５９番地

462 士幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合 河東郡士幌町字士幌西２線１６１番地　畜産総合施設内

463 士幌町役場 河東郡士幌町字士幌２２５番地

464 士幌町役場車両センター 河東郡士幌町字士幌西２線１５５番地６

465 士幌電設株式会社 河東郡士幌町字士幌西２線１５８番地

466 清水建設株式会社北海道支店 帯広市西12条南６丁目

467 株式会社下沢組 中川郡幕別町札内若草町539番地63

468 シャープマーケティングジャパン(株)北海道統轄営業部帯広支店 帯広市西１条南16丁目11番

469 社会福祉法人上士幌町社会福祉協議会 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３７番地

470 社会福祉法人士幌町社会福祉協議会 河東郡士幌町字士幌西２線167番地

471 社会福祉法人慧誠会特別養護老人ホーム帯広けいせい苑 帯広市川西町西１線４７番３



472 社会医療法人博愛会開西病院 帯広市西23条南２丁目16番地27

473 社会医療法人博愛会介護老人保健施設ヴィラかいせい 帯広市西22条南２丁目２番地10

474 社会医療法人博愛会介護老人保健施設あかしや 中川郡幕別町札内あかしや町４２番地１０

475 社会医療法人北斗　北斗病院 帯広市稲田町基線７番５

476 社会参加型デイサービスさくら大学 帯広市西１６条南５丁目１９番２号

477 社会福祉法人音更晩成園 河東郡音更町字東士狩西６線４９番地

478 社会福祉法人音更町社会福祉協議会 河東郡音更町大通11丁目１番地　音更町総合福祉センター内

479 社会福祉法人音更町柏寿協会 河東郡音更町柏寿台１番地５

480 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会 帯広市公園東町３丁目９番地１

481 社会福祉法人帯広太陽福祉会障害者支援施設光り園 帯広市上帯広町西１線７６番地

482 社会福祉法人帯広保育事業協会　ことぶき保育所 帯広市昭和町東１線１０８番地６

483 社会福祉法人上士幌福寿協会 河東郡上士幌町字上士幌東２線２４２番地

484 社会福祉法人更葉園 河東郡音更町東通１３丁目３番地

485 社会福祉法人更別村社会福祉協議会 河西郡更別村字更別190番地１

486 社会福祉法人　士幌愛風会 河東郡士幌町字士幌西２線169番５

487 社会福祉法人真宗協会帯広慈光学園 帯広市大正町東１線１０２番地

488 社会福祉法人真宗協会地域包括支援センター帯広至心寮 帯広市西５条南30丁目19番地

489 社会福祉法人慧誠会帯広あおぞら 帯広市西２２条南３丁目１３番地１

490 社会福祉法人地域で一緒に暮らそう会 河東郡音更町新通４丁目１番地７

491 社会福祉法人芽室町社会福祉協議会 河西郡芽室町東４条４丁目５番地

492 社会福祉法人手稲ロータス会介護老人福祉施設ロータス音更 河東郡音更町中鈴蘭元町２番地９

493 社会福祉法人刀圭会　ケアハウス・デイサービスセンターそうび苑 帯広市西１６条北１丁目２７番地１２７

494 社会福祉法人中札内村社会福祉協議会 河西郡中札内村東２条南１丁目１番地

495 社会福祉法人 博愛会　コムニの里みどりヶ丘 帯広市緑ヶ丘８丁目１番地３２

496 社会福祉法人ひまわり 中川郡幕別町札内青葉町１８５番地

497 社会福祉法人幕別真幸協会 中川郡幕別町字依田３７９番地

498 社会福祉法人　幕別町社会福祉協議会 中川郡幕別町新町122番地の１

499 有限会社ジャパン・ラム 河東郡音更町字万年西１線27番２

500 宗教法人東方之光道東エリアチーム 帯広市緑ヶ丘８－１３

501 株式会社住計画ＦＵＲＵＴＡ 帯広市西１９条南２丁目２５番４号

502 ＪＯＹＦＩＴ帯広スイミングスクール 帯広市西１９条南２丁目29番地１０

503 ジョイリハ西５条 帯広市西５条南34-70

504 勝栄興業株式会社 帯広市大通南２７丁目７番地

505 昭榮電機株式会社 帯広市自由が丘４丁目９番地１１

506 障害者支援施設帯広はちす園 帯広市大正町東１線１０２番地１

507 株式会社常口アトム帯広支店 帯広市西２条南９丁目１０番地１

508 株式会社常口アトム帯広西５条店 帯広市西５条南２７丁目２番地９

509 株式会社常口アトム西帯広店 帯広市西２０条南２丁目１３番地８

510 株式会社常口アトム帯広管理センター 帯広市西16条北１丁目１番52号アンフィニ１6  １階

511 株式会社常光帯広営業所 帯広市東３条南１０丁目１番地

512 上光施設工業株式会社 帯広市西１７条南３丁目２９番地７

513 有限会社昌和運行社 中川郡幕別町字五位３３５番地

514 昭和工業株式会社 帯広市西１８条南１丁目１４番地



515 株式会社昭和熱器工業 河西郡中札内村大通北６丁目１１番地

516 株式会社食創 帯広市西１条南１１丁目１番地

517 信栄工業株式会社 河西郡芽室町東芽室基線１１番地７

518 親栄電気工事株式会社帯広営業所 河西郡芽室町東芽室北１線８番29号

519 株式会社しんかーず 帯広市西３条南３８丁目１番地７

520 株式会社新晃商会 帯広市西２条南２７丁目６番地

521 株式会社振興電気 帯広市西１７条南１丁目１４番地１

522 株式会社しんじゅ 中川郡幕別町忠類協徳231番地５

523 スウェーデンハウス株式会社道東営業所 帯広市西16条南35丁目２番９号

524 有限会社杉浦配管設備工業 河東郡音更町木野大通西１丁目８番地

525 有限会社スギソウ 帯広市西２３条北１丁目７番１

526 株式会社杉山商会 帯広市西９条南１４丁目３番地

527 株式会社ズコーシャ 帯広市西１８条北１丁目１７番地

528 株式会社スサキ 帯広市西11条南40丁目２番５号

529 株式会社スズキ自販北海道十勝営業所 河東郡音更町木野大通西14丁目１番地14

530 株式会社鈴木商会十勝事業所 河西郡芽室町東芽室北１線８番地１

531 株式会社スズケン帯広支店 帯広市東１条南１９丁目１１番地

532 スズラン企業株式会社 帯広市稲田町南８線西１２丁目１番地

533 鈴蘭ビルサービス株式会社 河東郡音更町南鈴蘭南２丁目４番地

534 住商アグリビジネス株式会社十勝支店 中川郡幕別町字千住５５番地２

535 住友生命保険相互会社釧路支社帯広営業部 帯広市大通南10－14　住友生命帯広ビル

536 生活協同組合コープさっぽろ帯広北センター 河東郡音更町木野大通東１０丁目６－２

537 セイカン株式会社帯広支店 中川郡幕別町札内春日町８９

538 セイコーリテールサービス株式会社 帯広市西18条南１丁目２番36

539 株式会社セイト－電設 帯広市東３条南25丁目４番地

540 有限会社清野商店 帯広市西１５条南１丁目２番地２

541 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド上士幌ゴルフ場 河東郡上士幌町上音更西３線

542 税理士法人ＦＰＣ 帯広市西７条南６丁目１番地４

543 税理士法人　きずな会計事務所 帯広市西８条南１８丁目２番地

544 有限会社　清流サービス 河東郡音更町東通１２丁目２番地３３

545 株式会社セキュリティセブン 帯広市川西町基線56番地150

546 セコム株式会社帯広支社 帯広市西６条南６丁目３ソネビル

547 株式会社瀬戸 帯広市東１３条南５丁目１番地１４

548 株式会社セノン北海道支社道東営業所 帯広市大通１１丁目２０番地１号TRAD十勝ビル５F

549 株式会社セブン－イレブン・ジャパン帯広地区事務所 帯広市西２条南８丁目８日専連ビル５Ｆ

550 有限会社青函穿孔帯広 帯広市西２０条北２丁目２８番１３

551 全国共済農業協同組合連合会帯広自動車損害調査サービスセンター 帯広市西２条南７丁目１７番２号

552 全国共済農業協同組合連合会北海道本部帯広支所 帯広市西３条南７丁目１４番地

553 全国酪農業協同組合連合会札幌支所帯広事務所 帯広市西２１条南１丁目１番地

554 株式会社仙台銘板帯広営業所 河西郡芽室町東芽室北１線18番地12

555 株式会社ゼンリン旭川営業所帯広サービスセンター 帯広市西５条南９丁目２番地１５タチノセンタービル４F

556 株式会社綜合管理サービス 帯広市大通南18丁目８番地１

557 株式会社総合設計 帯広市西４条南３７丁目１番地



558 相互電業株式会社 帯広市東１条南５丁目２番地

559 有限会社　相馬建設工業 帯広市西１６条南３０丁目５－９

560 株式会社　創和建業 河東郡音更町木野大通西９丁目

561 ソーゴー印刷株式会社 帯広市西１６条北１丁目２５番地

562 株式会社曽我 帯広市西１５条南２８丁目１番地８

563 株式会社反町 帯広市西２条南５丁目１８番地

564 損害保険ジャパン株式会社東北海道支店 帯広市東１条南10丁目２番地１

565 株式会社ダイイチ 帯広市西20条南１丁目14番地47

566 株式会社第一岸本臨床検査センター帯広営業所 帯広市西１９条北１丁目１番地１３

567 第一産業株式会社 中川郡幕別町軍岡４６２番地２

568 第一三共株式会社　帯広営業所 帯広市大通南10－８

569 株式会社第一自動車学校 帯広市稲田町東１線１２番地

570 株式会社　第一飼料 帯広市東７条南１４丁目１番地１３

571 第一熱原株式会社 帯広市西5条南13丁目７番地

572 大栄建設株式会社 帯広市南の森西９丁目８番１５号

573 大開技術コンサルタント株式会社 中川郡幕別町札内新北町１９７番７１号

574 タイキ工業株式会社 中川郡幕別町字依田２３９番地

575 大玄工業株式会社 帯広市西１９条南１丁目７番地３３

576 大昭電気工業株式会社 帯広市西９条北３丁目３番地

577 株式会社大正堂北海道事業部 帯広市西３条南２６丁目６番地１

578 大新東株式会社道東支店 河西郡中札内村西１条南４丁目５番

579 有限会社タイセイ鉄建 帯広市西９条南30丁目13番地４

580 タイセイ飼料株式会社 河東郡音更町字下士幌北２線東２９番地５

581 株式会社大成塗装工業 河東郡音更町新通１１丁目２番地４

582 大成ベルト工販株式会社 帯広市西９条南１丁目６番地

583 株式会社タイセー 帯広市西１５条南１５丁目２番地４

584 株式会社大地 中川郡幕別町字相川475-10

585 株式会社大平原観光ホテル 河東郡音更町十勝川温泉南１５丁目１番地

586 太平ビルサービス株式会社帯広営業所 帯広市西３条南９丁目２３番地経済センタービル西館３階

587 太平洋建設工業株式会社帯広支店 帯広市愛国町南８線６番

588 大丸株式会社道東支店 帯広市西１９条南１丁目４番地２２

589 ダイヤモンド十勝株式会社 河西郡芽室町東芽室北２線10番地１

590 大洋清掃企業組合 帯広市西２４条北４丁目３番地

591 大東工業株式会社 中川郡幕別町字千住397番地88

592 株式会社タカケン 帯広市西１５条北８丁目３番地

593 株式会社高崎帯広支社 帯広市西１４条南１２丁目３番４１号

594 株式会社タカシマ 河西郡芽室町東芽室基線１３番地３１

595 髙嶋コンクリート工業株式会社 河西郡芽室町芽室北１線１８番地

596 髙瀬物産株式会社帯広支店 帯広市西２０条北２丁目２７番６号

597 株式会社高田菊次郎商店 帯広市西７条南５丁目３番地

598 髙堂建設株式会社 帯広市東１条南１６丁目１５番地

599 有限会社高橋加工部 帯広市東１条南１４丁目２番地

600 株式会社髙橋組 河東郡音更町木野大通東１３丁目３番地２６



601 有限会社　高橋商事 帯広市大通南１６丁目２０番地

602 有限会社髙橋ボイラー設備工業 中川郡幕別町札内千住３９７番地１９

603 拓北電業株式会社帯広支店 帯広市西１１条北１丁目２２番地５

604 武田建設株式会社 帯広市西５条南２９丁目５番地

605 株式会社武田鉄工所 帯広市西３条南３７丁目１番地

606 株式会社竹中配管 帯広市西１２条北２丁目１番地３

607 株式会社竹山 帯広支店 帯広市西１７条北１丁目３９－２

608 株式会社タスク・ビージー 中川郡幕別町札内西町９５番地

609 有限会社立崎重機 帯広市西２５条南２丁目７番地７９

610 有限会社田中建材工業 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３４番地

611 株式会社田中設備工業 帯広市西１０条南２８丁目２６番地

612 株式会社田中測量設計 帯広市西２条南１７丁目１２番地

613 田辺商事株式会社帯広営業所 帯広市西20条南１丁目14番地49

614 有限会社タナベ西帯工場 帯広市西２３条北４丁目１番地２

615 株式会社谷口自動車工業 河西郡芽室町東４条９丁目１番地

616 有限会社 谷工務店 帯広市南の森西７丁目１番３号

617 タニコー株式会社帯広営業所 帯広市大通南１８丁目１１番地

618 株式会社田西建設 河東郡上士幌町字上士幌東１線２３５番地

619 谷保製菓株式会社 帯広市西２４条北１丁目２番２号

620 株式会社タニワキ 帯広市西19条南１丁目４番12　新流通団地

621 タマホーム株式会社帯広営業所 帯広市西３条南３５丁目１－２

622 株式会社タム 帯広市西18条南１丁目2－25

623 株式会社丹波屋帯広支店 帯広市西２４条北２丁目５番地４７

624 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾀｲﾔ北海道株式会社帯広支店 帯広市西１９条南１丁目７－１０

625 地域密着型介護老人福祉施設コムニの里さらべつ 河西郡更別村字更別南３線９５番地６

626 地域密着型介護老人福祉施設ななかまど 帯広市西１６条北１丁目２７番番地５０

627 地域密着型介護老人福祉施設にれの木 帯広市西22条南１丁目11番地13

628 株式会社チセイ 帯広市東１３条南３丁目１番地１４

629 株式会社千葉建設 帯広市西２４条北２丁目５番７８

630 株式会社千葉工務店 帯広市西９条南１７丁目２番地１１

631 株式会社千葉飼料設備 河東郡音更町字東音更西２線２８番地

632 千葉石材有限会社 帯広市西１１条北１丁目１６番地

633 地方独立行政法人北海道立総合研究機構十勝農業試験場 河西郡芽室町新生南９線２番地

634 中部飼料株式会社帯広営業所 帯広市東１条南１１丁目１８-３

635 忠類農業協同組合 中川郡幕別町忠類栄町２５９番地

636 千代田デンソー株式会社 帯広市西１８条南１丁目２番地４０

637 株式会社つうけんアクティブ帯広事業所 帯広市西２０条北１丁目１番１５号

638 株式会社つうけん道東事業部帯広事業所 帯広市西２０条北１丁目１番１５号

639 有限会社　通伸 河東郡音更町宝来西町南１丁目５番地14

640 株式会社塚田設備工業 河東郡上士幌町字上士幌東２線２３５番地

641 株式会社ツクイ帯広西 帯広市西1条南16丁目19番地

642 株式会社土田工務店 帯広市西１８条南３７丁目２番地１１

643 株式会社土谷特殊農機具製作所 帯広市西２２条北１丁目３番２号



644 株式会社ツムラ札幌支店道東営業所 帯広市西３条南10丁目32日本生命帯広駅前ビル４階

645 株式会社ティーケーコーポレーション 帯広市西５条南４丁目10番地１

646 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ稲田店 帯広市稲田町南９線西９－１

647 株式会社ティーバイティーホールディングス帯広店 帯広市西５条南27丁目１－27

648 株式会社ティー・ワイ 河西郡更別村字更別192番地52

649 デイサービスセンターあいあい２１ 河西郡芽室町東４条４丁目５－５

650 デイサービスセンターあるば 帯広市西５条南31丁目１－３

651 デイサービスセンターはるす 帯広市西１２条北２丁目３番地１５

652 デイサービス　はるこま 帯広市西１６条南５丁目４３

653 デイサービスセンターりらく紅花 河西郡芽室町東芽室南２線16-12

654 株式会社ディステリア京屋 帯広市西８条南６丁目４番地

655 株式会社ＤＩＳＰＯ． 帯広市西２０条北４丁目２番地

656 ディノスボウル帯広店 帯広市白樺１６条西２丁目２番

657 帝北自動車株式会社 帯広市大通南３丁目１３番地

658 帝北自動車株式会社団地営業所 帯広市西18条北１丁目１番地

659 株式会社ティワイネット 帯広市東２条南25丁目11番地１

660 株式会社データベース 帯広事業所 帯広市西１８条北３丁目１３番地十勝川浄化センター内

661 株式会社テキサス 帯広市西２０条南２丁目２２番地７

662 株式会社　鉄建 帯広市西８条南７丁目１番地３

663 株式会社鉄建鋼材センター 帯広市西２５条南１丁目１番地

664 鉄建相互株式会社 帯広市東１条南23丁目８番地

665 デラバル株式会社帯広営業所 帯広市西２３条北１丁目２番８号

666 デリカファクトリー十勝株式会社 帯広市西20条北２丁目24－10

667 テルメン観光株式会社　糠平舘観光ホテル 河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷北区48番地１

668 株式会社テヲトル十勝 帯広市西２条南14丁目18番地２

669 電源開発株式会社水力発電部東日本支店上士幌電力所 河東郡上士幌町字上士幌東２線２２８番地４

670 株式会社でんせつ 帯広市西２２条北１丁目４番地２

671 株式会社デンソーソリューション帯広支店 帯広市西１９条北１丁目１番地５７

672 株式会社DOI 帯広市西２条南29丁目５－１

673 株式会社土井組 帯広市大通南２３丁目３番地

674 東亜リース株式会社帯広営業所 河西郡芽室町東芽室基線10

675 株式会社東圧 帯広市西２２条南１丁目１０番地１３

676 東亜道路工業株式会社道東営業所 河西郡芽室町東１０条１０丁目

677 株式会社道栄重機 帯広市南の森西４丁目４番地１１

678 道央開発工業有限会社 帯広市西19条南２丁目40番１号

679 東京海上日動火災保険株式会社 帯広市大通南１０丁目１８番地帯広東京海上日動ビル

680 東光生コンサービス株式会社 帯広市西２３条北１丁目１番地１６

681 東光舗道株式会社 帯広市西２３条北１丁目１番地１６

682 東芝テックソリューションサービス株式会社 帯広市西３条南28丁目17番９号雅ハイム１F

683 株式会社登寿ホールディングス　ダスキン事業部 帯広市西８条南１６丁目１番地２

684 東勝物流株式会社 帯広市西２０条南１丁目１４番地

685 株式会社東伸建設 帯広市東9条南14丁目2-54

686 株式会社ドゥテック 河東郡音更町木野大通西５丁目２番地３



687 （株）ドウデン釧路支店帯広メンテナンスセンター 帯広市西１５条南１丁目８番地５

688 道東運搬機株式会社 帯広市西１９条北１丁目６番地１５

689 株式会社道東オーテック 帯広市西１２条南１２丁目４番地５

690 道東基礎工業株式会社 河東郡音更町東通１５丁目２番地

691 道東興業株式会社砕石プラント 河西郡芽室町東芽室北１線３番地

692 株式会社道東サッシセンター 帯広市大通南３１丁目５６番地

693 株式会社道東産業運輸 河西郡中札内村西１条南３丁目１８番地

694 道東自工株式会社 帯広市東１１条南１３丁目１番地

695 道東電機株式会社 帯広市大通南24丁目１番地

696 道東ハウス工業株式会社 河東郡音更町木野大通東12丁目3-13

697 道東フェンス施設工業株式会社 河東郡音更町北鈴蘭南４丁目２番地

698 道東ブロック株式会社 河西郡芽室町東６条１丁目４番地３

699 株式会社東武機械 帯広市西１５条北３丁目１番地

700 東邦薬品株式会社　帯広営業所 帯広市西２３条南３丁目２７－５

701 東洋株式会社 帯広市西１０条南９丁目７番地

702 東洋建機リース株式会社 帯広市西２３条北１丁目４番５号

703 東陽製袋株式会社 河西郡芽室町東芽室基線３番５号

704 東洋通工株式会社 帯広市西１５条南１０丁目１番地３３

705 東洋農機株式会社 帯広市西２２条北１丁目２番５号

706 有限会社東洋油圧機工 河西郡芽室町東芽室基線７番１１

707 道路建設株式会社道東事業所 中川郡幕別町字明野２９９番地２

708 道路工業株式会社帯広工事事務所 河東郡音更町東通１４丁目６番地１

709 東和建設株式会社 河東郡音更町大通２０丁目３番地２９

710 東和工研株式会社 帯広市東１条南１丁目１０番地

711 トォータルフーズ株式会社 帯広市西１７条南５丁目２番地

712 株式会社トーシン 河東郡音更町新通１２丁目７番地

713 株式会社トーシン 帯広市西６条南40丁目３番３号

714 株式会社とかち帯広ヤマザキ 帯広市西２３条北１丁目２番地３

715 とかち帯広ＹＭＣＡ 河東郡音更町南鈴蘭南４丁目５－５

716 株式会社十勝家畜人工授精所 帯広市昭和町基線１０８番地

717 十勝硝子株式会社 帯広市西２３条北２丁目１７番地１０

718 十勝川温泉第一ホテル 河東郡音更町十勝川温泉南１２丁目１番地

719 株式会社十勝環境整備 中川郡幕別町札内新北町１９７番地の３２

720 十勝勤医協老人保健施設ケアセンター白樺 帯広市白樺16条西２丁目

721 一般社団法人十勝釧路管内さけ・ます増殖事業協会 帯広市東１条南２丁目１番地

722 株式会社十勝くみあい農機事業センター 帯広市東９条南１８丁目１番地１

723 とかち広域消防事務組合中札内消防署 河西郡中札内村大通南１丁目１２番地

724 とかち広域消防事務組合 帯広市西６条南６丁目３番地１

725 とかち広域消防事務組合音更消防署 河東郡音更町木野西通１６丁目１番地

726 とかち広域消防事務組合上士幌消防署 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３８番地

727 とかち広域消防事務組合更別消防署 河西郡更別村字更別南１線９３番地

728 とかち広域消防事務組合士幌消防署 河東郡士幌町字士幌西２線１６１番地

729 とかち広域消防事務組合幕別消防署 中川郡幕別町錦町９０番地



730 とかち広域消防事務組合幕別消防署札内支署 中川郡幕別町札内中央町３１９番地

731 とかち広域消防事務組合幕別消防署忠類支署 中川郡幕別町忠類本町１１２番地

732 とかち広域消防事務組合芽室消防署 河西郡芽室町東２条３丁目１番地

733 十勝広域森林組合 河西郡芽室町東２条６丁目１番地５

734 株式会社十勝耕畜クラスター 帯広市西３条南９丁目２　セントラル十勝ビル３階

735 十勝事務機販売株式会社 帯広市西１９条南１丁目４番地２０

736 十勝信用組合 帯広市大通南９丁目１８番地２０

737 十勝清掃管理センター車輌管理センター 河東郡音更町字然別北５線西２５番地８

738 十勝西部森林管理署 帯広市東９条南１４丁目２番地２

739 十勝西部森林管理署東大雪支署 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３１番地

740 十勝総合振興局帯広建設管理部事業室事業課 帯広市東３条南３丁目１番地

741 十勝総合振興局産業振興部調整課 帯広市東３条南３丁目１番地

742 十勝総合振興局産業振興部東部耕地出張所 中川郡幕別町緑町７３番地１

743 十勝総合振興局産業振興部北部耕地出張所 河東郡音更町北明台２番地１

744 十勝総合振興局産業振興部農務課 帯広市東３条南３丁目１番地

745 十勝総合振興局産業振興部南部耕地出張所 河西郡芽室町東９条５丁目１番地

746 十勝総合振興局産業振興部林務課 帯広市東３条南３丁目１番地

747 十勝総合振興局十勝農業改良普及センター 河西郡中札内村東１条北７丁目１０番地２

748 十勝総合振興局保険環境部社会福祉課 帯広市東3条南3丁目

749 十勝総合振興局保健環境部保健行政室 帯広市東３条南３丁目１番地

750 十勝大雪森林組合 河東郡音更町東通１５丁目５番地

751 十勝電材株式会社 帯広市西１９条南１丁目７番地

752 株式会社十勝電設 中川郡幕別町宝町85番地

753 十勝道路株式会社 帯広市東１条南２３丁目８番地

754 トカチトーヨー住器株式会社 帯広市西５条南３１丁目１番地２５

755 十勝農業協同組合連合会 帯広市西３条南７丁目１４番地

756 株式会社　十勝野ポーク 河西郡中札内村元札内東１線414番地２

757 十勝包装資材株式会社 帯広市西19条南１丁目４番地７

758 十勝舗道株式会社 帯広市西２３条北２丁目１７番地５

759 株式会社十勝毎日新聞社 帯広市東１条南８丁目２番地

760 十勝幕別温泉グランヴィリオホテル 中川郡幕別町字依田３８４番地

761 十勝三菱自動車販売株式会社 帯広市西１６条北１丁目２１番地５

762 有限会社十勝リサイクル 河西郡中札内村東戸蔦東５線155番地

763 十勝総合振興局十勝家畜保健衛生所 帯広市川西町基線５９番地６

764 徳井建設工業株式会社 帯広市東９条南８丁目

765 特定非営利活動法人とかちダルク 帯広市西12条北１丁目13

766 特定非営利活動法人きらりスマイル音更の会 河東郡音更町緑陽台南区２４番地８

767 特定非営利活動法人　十勝障害者サポートネット 帯広市西15条南16丁目２－４

768 特定非営利活動法人十勝障がい者支援センター 帯広市東11条南９丁目１番地

769 特別養護老人ホーム太陽園 帯広市大正町西１線９６番地１

770 特別養護老人ホーム芽室けいせい苑 河西郡芽室町東３条４丁目１番地５

771 独立行政法人家畜改良センター十勝牧場 河東郡音更町駒場並木８番地１

772 独立行政法人国際協力機構北海道センター（帯広） 帯広市西２０条南６丁目１番地２



773 独立行政法人国立病院機構帯広病院 帯広市西１８条北２丁目１６番地

774 独立行政法人種苗管理センター十勝農場 帯広市幸福町東４線２１０番地６

775 株式会社ドコモＣＳ北海道帯広支店 帯広市西４条南５丁目１ＮＴＴ帯広西ビル１Ｆ

776 有限会社鳶山田組 河東郡音更町共栄台東１２丁目５番地

777 株式会社土木技術コンサルタント 帯広市西１条南２７丁目１番地

778 苫小牧埠頭株式会社 河西郡芽室町東芽室北１線12－12

779 株式会社トミイチ農産事業部十勝支店 中川郡幕別町字千住197番地

780 ドミノピザ帯広西５条店 帯広市西５条南22-1-４

781 トヨタカローラ帯広株式会社 帯広市大通南２丁目１番地

782 トヨタカローラ帯広株式会社札内店 中川郡幕別町札内共栄町１６４番地

783 トヨタカローラ帯広株式会社西店 帯広市西２２条南１丁目１番地

784 トヨタモビリティパーツ株式会社帯広支社 帯広市西２３条北２丁目１７番地３８号

785 トヨタエルアンドエフ釧路株式会社帯広店 帯広市西１９条北１丁目８番１９号

786 有限会社ドリームヒル 河東郡上士幌町字居辺東７線２７７番地

787 株式会社ドリームポーク平和事業所 河西郡芽室町平和西12線38番地５

788 永井工業株式会社本社 河西郡中札内村大通南６丁目１４番地

789 株式会社長崎商事 河西郡中札内村協和東２線249番地22

790 中札内のぞみ園 河西郡中札内村上札内基線３２４番地１２

791 中札内みのり園 河西郡中札内村上札内基線３２２番地４

792 中札内村農業協同組合 河西郡中札内村東１条南２丁目１４番地

793 中札内村役場 河西郡中札内村東１条南１丁目２番地１

794 株式会社中札内若どり 河西郡中札内村元札内東２線51番地

795 株式会社ナカジマ薬局帯広オフィス 帯広市西７条南７丁目２－６

796 中島金属工業株式会社 中川郡幕別町字千住３９７－９４

797 株式会社中島自工 帯広市西２０条北１丁目３番３２号

798 株式会社中田園 帯広市東４条南３丁目７番地

799 中田木材工業 河東郡上士幌町東３線２３９番地

800 中田木材工業株式会社帯広営業所 帯広市西７条南１４丁目１番地

801 永浜クロス株式会社帯広営業所 帯広市西16条南５丁目４番地１

802 長屋建設工業株式会社 帯広市西２０条北２丁目２２番地１３

803 ナブコシステム株式会社 帯広市西４条南28丁目２番地５

804 ナラサキ産業株式会社道東支店 帯広市大通南10丁目8番地帯広フコク生命ビル

805 株式会社成田喜八郎商店 河西郡芽室町北伏古南９線３３－７

806 株式会社ナリタック 帯広市西11条北７丁目４番地

807 ナンバ薬品株式会社 帯広市東１条南９丁目

808 仁木工業株式会社 河東郡音更町大通南３丁目２番地

809 西江建設株式会社 帯広市西４条北２丁目２０番地

810 西岡建設株式会社 帯広市依田町１８番地２

811 西上加納農場 河東郡士幌町字上音更西３線２１７番地

812 株式会社西川工務店 帯広市東２条南２３丁目１３番地

813 有限会社錦産業 中川郡幕別町札内春日町９３番地の１４

814 西建工業株式会社 帯広市西17条南４丁目33番15号

815 株式会社ニシダ 河東郡音更町宝来本通８丁目２番地６



816 有限会社ニシノ工業 河東郡音更町字音更西３線８-４３

817 ニチイケアセンター帯広 帯広市西２２条南３丁目３番1

818 ニチイケアセンター帯広東 帯広市東４条南２１丁目４番１５

819 ニチゴ産業株式会社 帯広市西３条南４丁目４番地１

820 日糧製パン株式会社帯広営業所 帯広市西２３条北１丁目５番７号

821 日建片桐リース株式会社帯広支店 河西郡芽室町東芽室基線１８－２

822 日産部品北海道販売株式会社帯広店 帯広市西２０条北１丁目６番１１

823 株式会社日進電設工業 帯広市西８条北３丁目４番地

824 日清丸紅飼料株式会社 北海道支店大動物営業課 帯広市大通南１２－２０あおば十勝ビル６Ｆ

825 株式会社日専連ジェミス 帯広市西２条南８丁目８番地

826 株式会社ニッタクス十勝工場 中川郡幕別町新町６８番地

827 有限会社日通燃料サービスセンター 河東郡音更町木野西通８丁目１番地

828 日東電気工業株式会社 帯広市西１７条南３丁目３７番地９

829 株式会社NIPPO十勝出張所 帯広市西２３条北２丁目１７番地５

830 ニプロ株式会社国内事業部 帯広市西３条南10丁目32番　日本生命帯広駅前ビル４階

831 日本家畜貿易株式会社 帯広市昭和町東５線113番地

832 日本罐詰株式会社 河西郡芽室町西９条９丁目１番地

833 日本キャタピラー合同会社 帯広市西１９条北１丁目３番５号

834 日本食研株式会社帯広営業所 帯広市西２２条南１丁目９番地１３０

835 日本全薬工業株式会社十勝オホーツク事業所 帯広市西９条南１５丁目２番地１

836 日本甜菜製糖株式会社 河西郡芽室町東芽室基線２９番地ビジネスセンター

837 日本甜菜製糖株式会社飼料事業部 帯広市稲田町南９線西１３番地

838 日本甜菜製糖株式会社　芽室製糖所 河西郡芽室町東芽室基線２６番地

839 日本道路株式会社帯広出張所 帯広市西１６条南６丁目３２番２４

840 日本ニューホランド株式会社帯広営業所 河西郡芽室町東芽室基線２２番地１２

841 日本年金機構帯広年金事務所 帯広市西１条南１丁目

842 日本農産工業株式会社北海道支店 帯広市西２条南６丁目11番地１

843 株式会社日本農畜産業 河東郡上士幌町字上士幌東１線２３０番地

844 株式会社日本ハウスホールディングス 帯広市南町南８線６８番地９

845 日本放送協会帯広放送局 帯広市西５条南７丁目２番地２

846 日本郵便株式会社芽室郵便局 河西郡芽室町本通５丁目1番地１

847 日本郵便株式会社音更郵便局（金融渉外部） 河東郡音更町新通１９丁目１番地

848 日本郵便株式会社音更郵便局 河東郡音更町新通１９丁目１番地

849 日本郵便株式会社帯広郵便局 帯広市西３条南８丁目１０

850 日本郵便株式会社　　上士幌郵便局 河東郡上士幌町字上士幌東３線237-17

851 日本郵便株式会社　札内郵便局 中川郡幕別町札内青葉町３１１番地―７

852 日本郵便株式会社更別郵便局 河西郡更別村字更別南１線９１番地

853 日本郵便株式会社士幌郵便局 河東郡士幌町字士幌西２線１６２番地

854 日本郵便株式会社大正郵便局 帯広市大正町西１条２丁目２番地２

855 日本郵便株式会社忠類郵便局 中川郡幕別町忠類幸町１番地１

856 日本郵便株式会社　中札内郵便局 河西郡中札内村東１条南２丁目４番地

857 日本郵便株式会社西帯広郵便局 帯広市西２４条南１丁目７－５

858 日本郵便株式会社幕別郵便局 中川郡幕別町本町５１－１



859 日本郵便株式会社芽室郵便局 河西郡芽室町本通５丁目１番地１

860 丹羽鉄筋興業株式会社 帯広市西２３条北１丁目２番地

861 認定こども園　帯広東幼稚園 帯広市東12条南６丁目２番地

862 株式会社ネイヴルソリューションスタッフ士幌出張所 河東郡士幌町字士幌西２線146番地２

863 株式会社ネオプロセス 帯広市西16条南１丁目47番15号

864 株式会社ネクサス 帯広市西６条南６丁目４ソネビル東館６階

865 株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道帯広道路事務所 河東郡音更町字音更西２線７－３

866 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道　帯広事業所 河東郡音更町字音更西２線７－３

867 ネクステージ帯広店 帯広市西17条北１丁目31番８号

868 熱原帯広株式会社 帯広市東５条南６丁目１５番地

869 熱原設備株式会社 帯広市東５条南６丁目１５番地

870 ネッツトヨタ帯広株式会社　アムズ店 中川郡幕別町札内暁町６番３号

871 ネッツトヨタ帯広株式会社 帯広市大通南１８丁目１５番地

872 ネッツトヨタ帯広株式会社ウェストワード店 帯広市西１７条北１丁目２０番地

873 ネッツトヨタ帯広株式会社ミルト店 帯広市西４条南３８丁目３番３

874 ネッツトヨタ帯広株式会社リーフ店 河東郡音更町木野大通西13丁目1－7

875 株式会社ノア・ビルサービス 帯広市西１１条南１８丁目１番地

876 農業・食品産業技術総合研究機構　北海道農業研究センター 河西郡芽室町新生南９線４番地

877 農事組合法人十勝農場 帯広市清川町西１線１０１番地

878 農林水産省北海道農政事務所帯広地域拠点 帯広西６条南７丁目３帯広地方合同庁舎

879 ノーサンファーム株式会社 河東郡音更町字長流枝7－32

880 ノースアジャスト株式会社ダスキンオビヒロ本店 帯広市西２２条南４丁目３５番地

881 株式会社野澤組北海道営業本部 帯広市西18条北１丁目１－２

882 日農機株式会社 河東郡音更町字音更西２線１７番地

883 株式会社ノブ 帯広市大通南４丁目14番地

884 ノブタ農機株式会社 帯広市昭和町基線107番地15

885 株式会社ノベルズ 河東郡上士幌町上士幌東３線235

886 株式会社ノベルズ肥育センター幕別牧場 中川郡幕別町字日新４番地

887 株式会社ノベルズ音更牧場 河東郡音更町豊田東３線４

888 株式会社のむら葬祭 河東郡音更町大通１５丁目１番地２３

889 株式会社パーペル 河西郡中札内村栄東５線３８６番地

890 パイオニアエコサイエンス株式会社北海道事業所 河西郡芽室町東芽室北１線４番地13号

891 株式会社萩原敬造商店 帯広市西２３条北１丁目１番１３号

892 萩原建設工業株式会社 帯広市東７条南８丁目２番地

893 萩原物産株式会社 帯広市東７条南８丁目２番地

894 有限会社橋本組 帯広市西２条南２３丁目１番地

895 長谷川産業株式会社 帯広市東２条南６丁目２０番地

896 有限会社波多野電気 河東郡音更町新通12丁目１番地

897 株式会社ハナオカ 帯広市西４条南３７丁目１番５

898 パナソニックリビング北海道東北株式会社帯広営業所 帯広市西２３条北１丁目１番地２２

899 ハマナス管理サービス株式会社帯広営業所 帯広市西13条北５丁目１番地１６

900 有限会社林製パン工場 帯広市西17条南１丁目16番５号

901 株式会社はやし陶石 帯広市東１条南１１丁目１３番地



902 原田米穀 帯広市西２０条南５丁目１番３

903 ハラデンキ株式会社 帯広市大通南１２丁目６番地

904 東日本高速道路株式会社北海道支社帯広管理事務所 河東郡音更町字音更西２線７番地３

905 東日本フード株式会社　十勝営業部 帯広市西２３条北２丁目１７番地１９

906 東日本冨士新道路株式会社 帯広市東７条南８丁目２番地

907 東日本冨士新道路株式会社帯広事業所 帯広市大正町基線４８番地

908 東北海道いすゞ自動車株式会社帯広支店 帯広市西２０条北１丁目３番２号

909 株式会社東北海道第一興商帯広支店 帯広市西２条南６丁目６番地１

910 東北海道日野自動車株式会社 帯広市西１９条北１丁目７番６

911 東北海道ヤナセ株式会社 帯広市西１３条北１丁目１番地

912 株式会社樋口電気工業 帯広市西２５条北１丁目２番地６

913 ピザハット帯広西店 帯広市西19条南５丁目12番７号

914 株式会社ヒシダカ 河西郡芽室町東芽室北１線４－２８

915 菱中産業株式会社 帯広市西２４条北１丁目３番２８

916 株式会社菱弘電設帯広営業所 帯広市西１条南１５丁目９番地

917 日立建機日本株式会社帯広営業所 帯広市西２０条北１丁目３番２２号

918 日向醗酵食品株式会社 河東郡音更町木野大通東１３丁目３番地３

919 株式会社日の丸産業社帯広営業所 河西郡芽室町東芽室基線１－４

920 株式会社ピュアライン帯広営業所 帯広市西５条北１丁目

921 株式会社ヒューエンス 帯広市東４条南１３丁目１９

922 平田技術コンサルタント株式会社 帯広市西１条南２２丁目３番地２

923 株式会社平田建設 帯広市西２０条北１丁目６番１２号

924 株式会社平田建設 河東郡士幌町字士幌西２線１６０番地

925 有限会社平田土建工業 河東郡音更町新通２丁目７番地

926 株式会社ファーム・スタジオ上士幌支店 河東郡上士幌町字上士幌東三線259番地

927 FUNtoFUN株式会社北日本支店 帯広市西20条南３丁目28-2MILLCROWN１F

928 有限会社フィート 帯広市西20条北２丁目20番地２

929 株式会社福原 帯広市西２２条北１丁目１３番地

930 フジ防災株式会社 帯広市東13条南４丁目５番地

931 富士金網製造株式会社 帯広市西２４条北１丁目２番地

932 フジ暖房工業株式会社 帯広市西２０条北１丁目６番７

933 株式会社フジック 帯広市西２３条北２丁目１７番地４１

934 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社帯広営業所 帯広市大通南１２丁目２０番地あおば十勝ビル２階

935 株式会社藤丸 帯広市西２条南８丁目１番地

936 株式会社富士薬品帯広営業所 帯広市衣田町１８番地２

937 株式会社 フジライフ 帯広市西３条南６丁目１番地２

938 藤原工業株式会社 中川郡幕別町旭町９１番地

939 株式会社扶相 河西郡芽室町西２条５丁目２番地７

940 双羽コンクリート株式会社 帯広市西２５条北２丁目２番地

941 有限会社太野電設 帯広市西１９条北１丁目７番５号

942 株式会社船戸産業 河西郡中札内村大通南１丁目２８番地

943 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社帯広営業所 帯広市西２条北２丁目１０番１号

944 フルテック株式会社帯広営業所 帯広市白樺１６条西２０丁目７番地



945 株式会社フレアス帯広事業所 帯広市西５条南１６丁目９－３郷ビル２F

946 株式会社プロト警備保障 帯広市西２２条南１丁目１１番地２

947 株式会社ベリオーレしほろ温泉プラザ緑風 河東郡士幌町字下居辺西２線１３４番地

948 株式会社ベルコ帯広 帯広市西１８条南１丁目２番地

949 株式会社ベルックス帯広営業所 帯広市西４条南９丁目１－４北海道新聞帯広ビル７Ｆ

950 有限会社ホームズ・インテリア 河東郡音更町柳町仲区18番地

951 株式会社ホーム創建 帯広市西５条南31丁目１番地50

952 株式会社ホームライフシステム十勝 河東郡音更町南鈴蘭南２丁目６番地

953 有限会社ホーノキ重建 中川郡幕別町札内堤町６０４番地

954 株式会社北王帯広 帯広市西７条北１丁目11番地

955 北王コンサルタント株式会社 帯広市西７条北１丁目１１番地

956 北央道路工業株式会社十勝営業所 河西郡更別村字上更別南１２線

957 有限会社ホクオー 帯広市西８条南２９丁目５番地３

958 株式会社　ホクコー 帯広市西19条南１丁目７番地11

959 株式会社北勝館 河東郡音更町木野大通東17丁目２番地４

960 株式会社ホクショク 河東郡音更町宝来北１条２丁目２番地

961 ほくでんサービス株式会社帯広支店 帯広市西５条南７丁目２番地１

962 株式会社北土開発 河西郡芽室町東６条１０丁目１番１

963 北斗産業株式会社 河東郡士幌町西１線１５８番地

964 北燃商事株式会社帯広営業所 帯広市東１０条南１６丁目２番６号

965 株式会社北肥アグリン 帯広市西14条南15丁目６番６号ＭＹビル１Ｆ

966 株式会社ほくやく帯広支店 帯広市西１１条北４丁目１番地６

967 株式会社北洋銀行帯広中央支店 帯広市西２条南１２丁目１番地

968 株式会社北洋清掃社 帯広市西２４条北２丁目５番地３７

969 北洋道路株式会社札内工事事務所 中川郡幕別町千住３９７番地２１

970 株式会社北洋防災工業所 帯広市西17条北２丁目19-5

971 株式会社北陸銀行帯広支店 帯広市大通南８丁目２０番地

972 株式会社ホクリョウ十勝農場 河東郡音更町字東和西５線42番地

973 ホクレン帯広支所生活課 帯広市西２２条北１丁目１０番地４

974 ホクレン農業協同組合連合会帯広支所 帯広市西３条南７丁目１４番地

975 ホクレン肥料株式会社帯広工場 河西郡芽室町東芽室基線１２番地１

976 株式会社保健科学研究所帯広営業所 帯広市西１条南１１丁目１番ケアビル１Ｆ

977 ホシザキ北海道株式会社　帯広営業所 帯広市大通南27丁目15番地２

978 株式会社北開水工コンサルタント 帯広市東７条南１７丁目1番地１

979 北海電気工事株式会社帯広支店技術グループ 帯広市西５条南７丁目２番地１

980 北海電気工事株式会社帯広支店 帯広市西２１条北２丁目２６番４

981 有限会社北海道アルファー警備 帯広市西１６条南４丁目２５番１７号

982 北海道イオン警備有限会社 河西郡芽室町西士狩北４線26番地３

983 北海道運搬機株式会社帯広支店 河西郡芽室町東芽室基線７番26号

984 北海道エアポート株式会社帯広空港事業所 帯広市泉町西９線中８番地41

985 株式会社北海道エコシス 帯広市西２４条北４丁目５番地４

986 北海道エネルギー株式会社道東支店帯広営業所 帯広市西５条南１丁目１１番地

987 北海道帯広児童相談所 帯広市東１条南１丁目１番地



988 北海道帯広農業高等学校 帯広市稲田町西１線９番地

989 北海道オリオン株式会社帯広営業所 中川郡幕別町字千住３９７番地

990 北海道カーオイル株式会社 帯広市大通南５丁目２番地

991 北海道川崎建機株式会社帯広支店 帯広市西２２条北１丁目２番２８号

992 北海道軌道施設工業株式会社帯広出張所 帯広市西１７条南１丁目１番４号

993 北海道教育庁十勝教育局 帯広市東3条南3丁目１番地

994 北海道キリンビバレッジ株式会社道東支社 帯広市大通南９丁目４番地

995 株式会社北海道銀行帯広支店 帯広市西３条南９丁目２３番地

996 株式会社北海道クボタ道東支社 河西郡芽室町東芽室基線１１番地１

997 株式会社北海道クボタ幕別営業所 中川郡幕別町字相川４７６番地１０

998 北海道警察釧路方面帯広警察署 帯広市西１条北１丁目１番地

999 北海道警察釧路方面本部交通課帯広運転免許試験場 帯広市西１９条北２丁目１番地２

1000 北海道警察釧路方面本部十勝機動警察隊 帯広市大通北１丁目４番地２

1001 株式会社北海道建設新聞社帯広支社 帯広市東３条南１０丁目４番地第２岡田ビル２階

1002 有限会社北海道コーラル 帯広市西19条南５丁目７－２

1003 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社 河東郡音更町字音更西3線14番25

1004 北海道コカ・コーラボトリング株式会社帯広営業所 河東郡音更町字音更西３線１４番２５

1005 北海道更別農業高等学校 河西郡更別村字更別基線９５番地

1006 北海道士幌高等学校 河東郡士幌町字上音更２１番地１５

1007 北海道酒類販売株式会社帯広支店 帯広市西１９条北２丁目１２番地５

1008 株式会社北海道新聞社帯広支社 帯広市西４条南９丁目１番地

1009 北海道赤十字血液センター帯広出張所 帯広市東７条南９丁目13番４号

1010 北海道セキスイハイム株式会社帯広支店 帯広市緑ケ丘３条通６丁目４３番地１

1011 株式会社北海道畜産公社十勝工場 帯広市西２４条北２丁目１番地

1012 北海道電力株式会社道東支社 帯広市西５条南７丁目２番地１

1013 北海道電力ネットワーク株式会社　帯広支店電力部 河東郡音更町木野大通東１５丁目１番地

1014 北海道電力ネットワーク株式会社帯広支店 帯広市西５条南７丁目２番地１

1015 北海道道路整備株式会社 帯広市西２４条北２丁目５番地２７

1016 北海道道路保全株式会社幕別事務所 中川郡幕別町依田２３９番地

1017 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部 帯広市東３条南３丁目１番地

1018 十勝農業改良普及センター十勝北部支所 河東郡士幌町字士幌西２線１５５番地１７

1019 北海道農業共済組合十勝統括センター 帯広市川西町基線５９番地２８

1020 北海道農業共済組合十勝統括センター上士幌家畜診療所 河東郡上士幌町字上士幌東２線３４７番地３

1021 北海道農業共済組合十勝統括センター更別家畜診療所 河西郡更別村字更別147番地３

1022 北海道農業共済組合十勝統括センター十勝中部支所 帯広市基松町基線３５番地１２

1023 北海道農業共済組合十勝統括センター十勝北西部支所 河東郡音更町駒場南３番地４

1024 北海道農業共済組合十勝統括センター幕別家畜診療所 中川郡幕別町字軍岡５３番地７

1025 北海道土地改良事業団体連合会 河西郡芽室町西６条４丁目

1026 北海道日紅株式会社 河西郡芽室町東芽室基線６番地１６２

1027 北海道ニッタ株式会社 中川郡幕別町新町１１５番地

1028 北海道ハピネス株式会社帯広事業所 帯広市西５条北３丁目１１番地２広瀬ビルＢ

1029 北海道フィードワン販売株式会社帯広支店 帯広市西１８条北１丁目１番地

1030 株式会社北海道フーズ 河東郡士幌町字士幌西２線１４６番地



1031 北海道富士電機株式会社帯広営業所 帯広市西５条南９丁目２－１５タチノセンタービル６F

1032 北海道ベンディング株式会社帯広事業所 河東郡音更町字音更西３線１４番２５

1033 北海道本多通信商事株式会社 帯広市西８条南11丁目1番地４

1034 北海道ホンダ販売株式会社ホンダウィル帯広店 中川郡幕別町札内西町６０

1035 北海道マツダ販売株式会社帯広店 帯広市西１９条南１丁目５番地８

1036 北海道マツダ販売株式会社帯広幕別店 中川郡幕別町札内共栄町１６４番地

1037 北海道森紙業株式会社帯広工場 帯広市西２４条北１丁目２番６号

1038 北海道有線放送株式会社 帯広市西１３条南９丁目１番地

1039 株式会社北海道吉村帯広営業所 帯広市東１条南17丁目１番地

1040 北海道立緑ヶ丘病院 河東郡音更町緑ヶ丘１番地

1041 北海道旅客鉄道株式会社帯広保線所 帯広市西１９条南１丁目

1042 北海道旅客鉄道株式会社　釧路電気所帯広派出所 帯広市西19条南１丁目４番４号

1043 北海道労働金庫帯広支店 帯広市西４条南６丁目１番地３

1044 北協石油株式会社 帯広市大通南２０丁目２０

1045 北建スチール工事株式会社 帯広市東５条南１５丁目１番地

1046 株式会社北弘電社帯広支社 帯広市西１条南１５丁目９番地

1047 有限会社堀田機工 河西郡芽室町東芽室北１線４番地７

1048 株式会社ホンダカーズ帯広札内店 中川郡幕別町札内共栄町１７６番地７

1049 株式会社ホンダカーズ帯広稲田店 帯広市西２条南36丁目４－８

1050 株式会社ホンダカーズ帯広 帯広市西２１条南１丁目１５番地１３

1051 株式会社ホンダクリオ帯広 帯広市西22条北１丁目12番地32

1052 株式会社マイナビ帯広支部 帯広市西３条南９丁目２セントラル十勝ビル５階

1053 株式会社前川製作所　　帯広営業所 帯広市西２３条北１丁目３－５３

1054 前田道路株式会社帯広合材工場 帯広市西24条北２丁目５番地75

1055 前田道路株式会社帯広営業所 帯広市西20条北２丁目27－７

1056 牧野設備工業株式会社 河東郡音更町木野新町３番地４５

1057 幕別温泉パークホテル悠湯館 中川郡幕別町依田１２６番地

1058 株式会社幕別自動車学校 中川郡幕別町字千住４７４番地

1059 幕別町森林組合 中川郡幕別町宝町５３番地

1060 幕別町農業協同組合 中川郡幕別町本町４５番地

1061 幕別町役場 中川郡幕別町本町１３０番地１

1062 幕別町役場忠類総合支所 中川郡幕別町忠類錦町４３９番地１

1063 有限会社増子工務店 帯広市西１３条南２８丁目１番地１８

1064 株式会社満寿屋商店 帯広市西１７条南３丁目２５

1065 松木設備保温工業株式会社 帯広市西２条北２丁目７番地５

1066 株式会社松島 帯広市西２０条北３丁２２番１号

1067 株式会社マツダ樹生園 河東郡音更町木野大通東５丁目１番地

1068 有限会社マツデン 帯広市西19条南３丁目51番１号

1069 株式会社松原特殊農機 河東郡音更町木野大通東１３丁目３番５

1070 松村工業株式会社 帯広市南町南９線５５番地１４

1071 株式会社松山工業 河西郡芽室町本通４丁目２番地

1072 株式会社マテック 帯広市西２１条北１丁目３番地２０

1073 株式会社真鍋庭園緑化 帯広市稲田町東２線６番地



1074 株式会社ママプラ 河東郡音更町木野大通西４丁目１番地３

1075 眞屋砂利工業有限会社 河西郡芽室町東３条６丁目２番地

1076 丸井アサヒ青果食品株式会社 帯広市西７条南９丁目４番地１

1077 株式会社マルエムセキュリテイー 帯広市西５条南３１丁目１番地サエキビル１階

1078 丸果帯広中央青果株式会社 帯広市西１９条南１丁目７番地１２

1079 株式会社丸北柴田幸七郎商店 帯広市西１９条北２丁目１３－７

1080 丸越株式会社 帯広市西４条南１０丁目２７番地

1081 株式会社丸三三和 帯広市西４条南３８丁目２番２号

1082 丸十木材株式会社 帯広市川西町西３線73番地２

1083 株式会社丸勝 帯広市西２５条南１丁目１番地１

1084 株式会社丸忠本間組 帯広市稲田町基線７番地１８

1085 マルハチ軽金属株式会社 帯広市西２４条北２丁目５番地

1086 マルハニチロ畜産株式会社十勝工場 河西郡芽室町東芽室北１線９番１

1087 マルハニチロ株式会社畜産第一部国産牛肉課十勝加工場 帯広市西２３条北２丁目１７－６

1088 丸菱金属株式会社 帯広市西２２条北１丁目３番地８

1089 丸菱測量設計株式会社 帯広市西１条南２３丁目１３番地１

1090 丸富士三浦建設株式会社 河西郡芽室町東芽室基線３番地

1091 株式会社マルベリーさわやかセンター帯広 帯広市西１９条南１丁目７番地１４

1092 丸雄相互建設株式会社 帯広市西21条南２丁目22番４号

1093 株式会社萬和建設 中川郡幕別町本町4番地の4

1094 三浦工業株式会社帯広営業所 帯広市西17条北２丁目39番地６

1095 右谷建設工業株式会社 帯広市東６条南１３丁目１９番地１

1096 ミサワホーム北海道株式会社帯広支店 帯広市西２０条南５丁目４２番１８

1097 株式会社三島組 中川郡幕別町忠類白銀町１５８番地

1098 株式会社水野商店 帯広支店 帯広市西24条北２丁目５

1099 株式会社みずほ銀行帯広支店 帯広市西２条南１０丁目１７番地１

1100 三井住友海上火災保険株式会社北海道東支店帯広支社 帯広市西１条南１９丁目２番地

1101 三井物産フォレスト株式会社帯広山林事務所 帯広市東４条南１２丁目２０番

1102 三菱自動車工業株式会社十勝研究所 河東郡音更町字長流枝２２番１

1103 三菱電機ビルテクノサービス株式会社帯広営業所 帯広市西３条南９丁目１番地帯広経済センタービル内

1104 三菱農機販売株式会社北海道支社帯広営業所 河西郡芽室町東芽室北１線２０番地２５

1105 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう帯広支店 帯広市西１９条北１丁目１番１０

1106 三本珈琲株式会社帯広支店 帯広市西５条南19丁目10番地

1107 三ツ輪建材株式会社 帯広市東４条南３丁目７番地１４

1108 株式会社三ッ輪商会帯広支店 帯広市西７条南１６丁目１２番地

1109 有限会社みどりヶ丘観光 帯広市西１２条南１７丁目３番地

1110 有限会社南川左官工業 帯広市西11条南19丁目２番地

1111 株式会社宮内電気 河東郡上士幌町字上士幌東３線２４２番地

1112 宮坂建設工業株式会社 帯広市西１３条南１４丁目１番地２

1113 宮田帯東株式会社 帯広市西６条南３０丁目１８番地

1114 株式会社宮間工業 河西郡芽室町東１条５丁目９番地

1115 宮本機械株式会社 帯広市西２条南５丁目３番地

1116 宮本商産株式会社 帯広市西２条南５丁目１番地



1117 ミライフ北海道株式会社帯広店 帯広市西２１条南２丁目４３番８号

1118 有限会社未瑠来ファーム 河東郡上士幌町字居辺東１４線３０６番地

1119 陸奥造園土木株式会社芽室支店 河西郡芽室町東芽室南２線１４番地１３

1120 株式会社ムトウ帯広支店 帯広市西３条南１６丁目１８番２号

1121 株式会社ムトウ電気工業 中川郡幕別町札内桂町571番地の69

1122 村上建設株式会社 河西郡芽室町西１条５丁目２６番地

1123 村上土建開発工業株式会社 河東郡音更町木野大通西５丁目２番地３

1124 明治飼糧株式会社十勝支店 中川郡幕別町札内みずほ町１６０番地６７

1125 株式会社明治十勝工場 河西郡芽室町東芽室北１線15-２

1126 明治安田生命保険相互会社音更営業所 河東郡音更町木野大通西１５－２－１２

1127 明治安田生命保険相互会社帯広営業所 帯広市大通南11-18-1

1128 名鉄観光サービス株式会社帯広支店 帯広市西３条南１２丁目

1129 株式会社メディセオ道東支店 帯広市西５条南27丁目１番地９

1130 芽室ガス株式会社 河西郡芽室町東６条１丁目４番地３

1131 株式会社芽室自動車学校 河西郡芽室町東３条１０丁目１番地８

1132 めむろ新嵐山株式会社 河西郡芽室町中美生２線４２番地

1133 芽室町農業協同組合 河西郡芽室町西４条南１丁目１番地９

1134 芽室町役場 河西郡芽室町東２条２丁目１４番地

1135 芽室ビル管理株式会社 河西郡芽室町東６条１０丁目２番地１３

1136 株式会社芽室溶接 河西郡芽室町西士狩北４線51番地

1137 株式会社もっかいトラスト帯広営業所 帯広市西２０条北１丁目６番１４号

1138 株式会社モトーレン札幌 帯広市西22条南３丁目21番地８

1139 森岡建設 河東郡上士幌町字上士幌東３線２３７番地

1140 株式会社森組 帯広市西１２条南１４丁目２番地１０

1141 森産業株式会社 河東郡士幌町字中音更基線１６８

1142 森設備工業株式会社 帯広市西１９条北１丁目１番１号

1143 森永酪農販売株式会社北海道支店 帯広市西２３条北１丁目８－６

1144 株式会社モロオ帯広営業所 帯広市大通南２２丁目４番地

1145 株式会社安井測量設計事務所 帯広市西１０条南８丁目５番地７

1146 ヤスダファインテ株式会社十勝めむろ工場 河西郡芽室町東芽室北１線９番地２

1147 株式会社やすもと　トカチ店 帯広市西21条北２丁目21－３

1148 株式会社柳町電気 河東郡音更町木野西通１４丁目８番地５

1149 株式会社矢野 帯広市西５条南４丁目１８番地

1150 株式会社山内組 河西郡更別村字更別南２線９４番地

1151 山口建設工業株式会社 帯広市西５条北５丁目９番地

1152 株式会社山茂ゴトウ 帯広市南町南９線５５番地１０

1153 株式会社山下観光 富士ホテル 河東郡音更町十勝川温泉南１４－１

1154 株式会社ヤマジョウ 河西郡更別村字更別南南１線９１番地

1155 山田機械工業株式会社 帯広市西２４条南１丁目４番地２

1156 山田設備工業株式会社 帯広市西２条南２９丁目１２番地

1157 株式会社ヤマダデンキ家電住まいる館帯広西五条店 帯広市西五条南38丁目１－14

1158 大和雑穀株式会社 帯広市西２３条北１丁目３番９号

1159 大和左官工業株式会社 帯広市西１７条南５丁目６５番１１



1160 株式会社ヤマト商会 帯広市東１０条南７丁目

1161 やまびこジャパン株式会社帯広営業所 帯広市西23条北１-３-11

1162 株式会社山本忠信商店 河東郡音更町木野西通７丁目３番地

1163 ヤンマーアグリジャパン株式会社帯広支店 河西郡芽室町東芽室北１線２４番地１１

1164 ヤンマーアグリジャパン株式会社士幌支店 河東郡士幌町字中士幌西２線93-30

1165 ヤンマーアグリジャパン株式会社幕別支店 中川郡幕別町明野２０８

1166 有限会社 雄伸工業 河東郡音更町新通６－８－５５

1167 株式会社ゆうちょ銀行帯広店 帯広市西３条南８丁目１０

1168 ＵＤトラックス道東株式会社 帯広市西２１条北１丁目３番１２

1169 雪印種苗株式会社帯広営業所 河西郡芽室町東芽室基線１３番２６

1170 ユナイト株式会社帯広営業所 帯広市西２０条北２丁目２７番地１３

1171 有限会社ユニオン北海道帯広営業所 帯広市西20条北２丁目24番１号

1172 陽気堂クリエート工業株式会社帯広支店 帯広市西２１条南２丁目２７番７号

1173 養護老人ホーム普仁園 帯広市西１７条南２８丁目１番地１

1174 株式会社ヨウシン電設 中川郡幕別町札内桜町１１６－１１

1175 株式会社ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー帯広営業所 帯広市西１３条北３丁目１番地２４

1176 よつ葉乳業株式会社十勝主管工場 河東郡音更町新通２０丁目３番地

1177 よつ葉乳業株式会社道東営業所 河東郡音更町新通２０丁目３番地

1178 よつ葉物流株式会社 河東郡音更町新通20丁目３番地

1179 ラクト工業株式会社 河東郡音更町字東音更西２線３４番地９

1180 株式会社　ラストカラー 帯広市西４条南27丁目１番地

1181 株式会社酪研飼料 中川郡幕別町札内堤町619番地24

1182 株式会社ラボジェネター 河東郡音更町東通20丁目２番地９

1183 有限会社ランドマークスリースリー 帯広市西２条南３３丁目２０番地

1184 陸上自衛隊帯広駐屯地 帯広市南町南７線３１番地

1185 株式会社ＬＩＸＩＬ帯広営業所 帯広市大通南２４丁目１５

1186 リコージャパン株式会社帯広事業所 帯広市西１９条南１丁目４番地２０

1187 リペア空調株式会社 帯広市公園東町１丁目３番地19

1188 株式会社柳月 河東郡音更町字下音更北９線西１８－２

1189 良知建設有限会社 帯広市空港南町南９線西３４番地４４

1190 緑産株式会社 十勝営業所 帯広市西19条北２丁目４番地25

1191 RESULT株式会社 河西郡芽室町東芽室北１線14－９

1192 老人デイサービスセンター中札内恵津美ハイツ 河西郡中札内村西２条南４丁目１１番地５

1193 株式会社ローソン道東支店 帯広市西５条南５丁目６番地１

1194 株式会社ロゴスホーム　ハウジングカフェ帯広 帯広市西９条南17丁目３番地1

1195 株式会社六花亭 帯広市西２４条北１丁目３番１９号

1196 株式会社ワークアース 帯広市西８条南４丁目７番地

1197 ＹＳヤマショウ株式会社 帯広市西１条南３丁目１０番地２

1198 株式会社若竹 帯広市西４条南１丁目１７

1199 有限会社和光商事 帯広市西７条南１４丁目１２番地

1200 株式会社和田工務店 河西郡芽室町東芽室北１線２２番地２０

1201 渡辺パイプ株式会社帯広住設サービスセンター 帯広市西22条南３丁目32ｰ10

1202 渡辺パイプ株式会社帯広サービスセンター 帯広市西19条南1-4-17


