
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アース環境北見事業所 北見市大和２９８－１２　北見廃棄物処理場内

2 アースサポート株式会社　アースサポート北見 北見市北進町４丁目１ー22

3 株式会社アートホーム 北見市本町２丁目４番10号

4 あいおい・ニッセイ・同和損害保険株式会社旭川支店北見支社 北見市大通東１丁目１２日本生命北見駅前ビル６Ｆ

5 株式会社相澤工務店 北見市西三輪４丁目７１６番地２８

6 株式会社アイスタイル北見本店 北見市とん田西町３０９－４

7 株式会社　愛農　北見支店 北見市大町161番地の18

8 愛和産業　株式会社 北見市東相内町１０番地７

9 株式会社　アウトソーシング　北見サテライト 北見市とん田東町397番地グローリビル５-Ａ

10 赤坂木材株式会社 北見市留辺蘂町旭中央３５番地２

11 株式会社アクアクラフト 北見市東三輪２丁目１４６番地１

12 株式会社アクシブ建設工業 北見市上ところ３８５番地５

13 株式会社あさひウインド 北見市花園町３４番地８

14 旭川トヨタ自動車株式会社北見店 北見市栄町２丁目１番地６

15 味の素食品北海道株式会社 常呂郡訓子府町東町４２３番地

16 株式会社アスクゲートイースト北見店 北見市中央三輪１丁目３７１－７

17 アストモスリテイリング株式会社北海道カンパニー 北見市東相内町３０９番地

18 アストモスリテイリング株式会社北海道カンパニー北見営業所 北見市番場町２番２９

19 熱海産業株式会社 常呂郡置戸町字置戸２６１の５

20 網走開発建設部北見河川事務所 北見市田端町７１番地

21 網走中部森林管理署 常呂郡置戸町字置戸３９８番地９９

22 網走開発建設部北見道路事務所 北見市西三輪５丁目９番地１

23 株式会社天内工務店 北見市幸町７丁目３番４号

24 天内工業株式会社 北見市東相内町１０番地７

25 有限会社　アモールムツミ 北見市常盤町４丁目10番地５

26 株式会社アヤメ緑化工業北見支店 北見市公園町86番地５

27 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社北見支社 北見市常盤町２丁目１番２道綜警北見ビル

28 安藤建設株式会社 北見市留辺蘂町旭一区２２８番地２０

29 稲村電設工事株式会社 北見市常盤町５丁目１番地８

30 株式会社飯田工業 北見市小泉８０７番地４

31 株式会社Ｅ保険プランニング北見営業所 北見市本町３丁目２－６ナカシンビル本町１階

32 五十嵐建設株式会社 北見市北５条西７丁目２４番地

33 イガリ建設株式会社 北見市美山町東２丁目５９番地２１

34 イカリ消毒株式会社北見営業所 北見市川東６６－１４

35 株式会社石澤電気商会 北見市端野町二区３１９番地

36 株式会社ヰセキ北海道北見営業所 北見市小泉３８２番地３

37 一新電工株式会社　北見支店 北見市東相内町165番地

38 一般財団法人　日本森林林業振興会旭川支部北見支所 北見市北斗町３丁目１１－１３

39 一般財団法人北海道森林整備公社北見出張所 北斗町２丁目１－２１　ナカシン中央ビル２０５号

40 一般社団法人日本自動車連盟北見支部 北見市西三輪１丁目６５７番地３

41 社）北海道総合在宅ケア事業団北見西部地域訪問看護ステーション 北見市東相内町２６８番地４４

42 （一社）北海道総合在宅ケア事業団北見地域訪問看護ステーション 北見市美芳町５丁目２番10

＜北見警察署＞



43 一般財団法人北海道電気保安協会北見支部 北見市若葉町１丁目２番３号

44 株式会社伊藤園北見支店 北見市小泉470－１

45 伊藤機械株式会社 北見市豊地17番１

46 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社オホーツク北見営業所 北見市留辺蘂町栄町120番地

47 イト電商事株式会社北見支店 北見市常盤町６丁目７番６号

48 イト電商事（株）北見支店建材部 北見市豊地69番地

49 井戸冷機工業株式会社 北見市北８条西１丁目１５番地

50 株式会社イナコーポレーション 北見市東相内町９番地３６７

51 医療法人ケイ・アイオホーツク海病院 北見市端野町二区793番地１

52 医療法人社団潤清会端野病院 北見市端野町一区６６６番地

53 医療法人社団久仁会　介護老人保健施設いきいき 北見市東相内町172番地80

54 医療法人社団久仁会　白川整形外科内科 北見市桜町５丁目17番1号

55 医療法人社団高翔会北星記念病院 北見市中央三輪２丁目３０２番地１

56 医療法人社団煌生会介護老人保健施設さくら 北見市北光２８０番地６

57 医療法人社団拓美会　玉越病院 北見市光西町195番地

58 イワタニ北海道株式会社北見営業所 北見市端野町三区４５４番地５

59 インター警備保障　有限会社 北見市中ノ島町４丁目１番３０号

60 インタートラクターサービス株式会社北見営業所 北見市東相内町６６３番地２

61 株式会社ウイルネットワーク 北見市とん田東町４８３番地１

62 エア・ウォーター北海道株式会社北見産業・医療営業所 北見市小泉２６１番地

63 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北見営業所 北見市小泉238番地１

64 エア・ウォーター・ライフサポート株式会社　北見営業所 北見市小泉238番地１

65 エイジス北海道株式会社北見ディストリクト 北見市北2条西6丁目12番地2

66 株式会社エース・クリーン 北見市小泉７６１番地１２

67 株式会社　エコプラン 北見市西三輪４丁目696番地５

68 エスケー電気株式会社 北見市卸町２－３－５

69 有限会社SGS 北見市とん田東町428番地１

70 エスフーズ北海道株式会社北見支店 北見市東三輪５丁目１番５号

71 株式会社エターナルワン 北見市緑町３丁目１番５号　パティオス夕陽ヶ丘１-１１６

72 NECフィールディング(株)旭川支店オホーツク営業所 北見市北４条東３丁目１－１

73 ＮＸ機工株式会社　北見支店 北見市中央三輪７丁目４４６番地５３

74 株式会社　エヌシーおびひろ北見支店 北見市北２条西４丁目15番地１

75 ＮＴＴアノードエナジー(株)東日本事業本部北海道支店北見担当 北見市中央町２－２

76 (株)ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨｴﾑｲｰﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ事業本部 北見市中央町２－２

77 株式会社ＮＴＴ東日本北海道　北見営業支店 北見市中央町２－１８

78 株式会社エネサンス北海道北見支店 北見市豊地２２－１８

79 蝦名車輌工業株式会社 北見市小泉２４７番地

80 MPアグロ株式会社北見支店 北見市卸町１丁目８番地

81 株式会社エムリンクホールディングス 北見市美芳町５丁目２番13号

82 遠軽信用金庫　北見支店 北見市北３条西５丁目２番地

83 株式会社遠藤 北見市留辺蘂町上町１３４番地

84 株式会社遠藤組 常呂郡置戸町字置戸２５５番地の２２

85 株式会社　大江建設工業 北見市美山町７３番地１６９

86 株式会社大江本家 北見市留辺蘂町温根湯番外地



87 有限会社大久保建設 北見市とん田西町２４１番地２８

88 大槻理化学株式会社 北見市卸町１丁目６番地２

89 岡嶋建設工業　株式会社 北見市豊地836番地

90 オカベ産業有限会社 北見市東相内町172番地68

91 岡村建設株式会社 北見市北１条東５丁目１番地

92 岡本林業株式会社 北見市東相内町９３４番地１２

93 置戸赤十字病院 常呂郡置戸町字置戸77番地

94 置戸町役場 常呂郡置戸町字置戸１８１番地

95 置戸郵便局 常呂郡置戸町字置戸６２番地２

96 株式会社小田原商店 北見市豊地２６番地１８

97 株式会社小野寺 常呂郡訓子府町大町９４番地

98 株式会社オバリ 北見市小泉386番地4

99 株式会社オホーツクエンバイロメント 北見市留辺蘂町旭中央２６番地９

100 医療法人　オホーツク勤労者医療協会 北見市常磐町５丁目７番地５

101 オホーツクスズキ販売株式会社 北見市本町５丁目１０番２５号

102 オホーツク総合管理協同組合 北見市北光４４３番地

103 オホーツク総合振興局網走農業改良普及センター 北見市大正３２０番地８

104 オホーツク総合振興局網走建設管理部北見出張所 北見市緑ケ丘３丁目１番１４号

105 株式会社オホーツク大地 北見市西三輪３丁目７５２番地６２

106 オホーツク美装興業株式会社 北見市北４条東６丁目１４番地

107 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社テクノ北見 北見市大通西５丁目７番５号　北見トーアビル１F

108 株式会社オリエンタルクリーニング 北見市本町５丁目８番９号

109 株式会社海田鋼材 北見市大通西３丁目

110 花王グループカスタマーマーケティング㈱北海道支社旭川支店北見オフィス 北見市北斗町３丁目１１－１３日本森林林業振興会ビル１Ｆ

111 花王フィールドマーケテｲング株式会社　北見オフィス 北見市北斗町３丁目11-13　日本森林林業振興ビル１階

112 かがやきの里　むつみ美芳館 北見市美芳町10丁目１番８号

113 有限会社片山組 北見市豊地６９番地９

114 学校法人北見カトリック学園北見聖母幼稚園 北見市東三輪３丁目２６

115 学校法人北見カトリック学園北見藤幼稚園 北見市番場町１番地４

116 学校法人北見光華学園北見北光幼稚園 北見市川沿町１４５－３１

117 学校法人北見小林学園高栄幼稚園 北見市高栄西町９丁目３－１

118 学校法人北見竜谷学園認定こども園北見さくら幼稚園 北見市大通東７丁目１０番地

119 学校法人ピアソン学園北見幼稚園 北見市幸町３丁目１－２５

120 加藤モーター株式会社 北見市相内町５０番地１３

121 株式会社　カネウロコ藤澤商店 北見市北６条西５丁目16番地

122 鐘ヶ江建設株式会社 北見市北４条東７丁目１番地６

123 上総工業有限会社 北見市北進町５丁目４番５６号

124 株式会社ガモウ北海道北見支店 北見市大町１５１

125 河西建設株式会社 北見市花月町６番２

126 株式会社川村工業 北見市豊地９３番地２６

127 河村造花店 北見市常呂町字常呂２８７番地

128 環境大善株式会社 北見市端野町三区４３８－７

129 環境コンサルタント株式会社北網支店 北見市北上２５番地９１

130 株式会社かんぽ生命保険旭川支店北見郵便局かんぽサービス部 北見市北６条東１－１－１



131 キタイチホールディングス株式会社 常盤町４丁目１－１２

132 北ガスサービス株式会社カスタマーセンター北見 北見市北７条東１丁目１－１

133 北ガスフレアスト北見株式会社 北見市北７条東１丁目１番地１

134 株式会社きたぐち 北見市北５条西５丁目８番地

135 株式会社北印北見営業所 北見市南町１丁目６番２０

136 北日本事務機株式会社 北見市光西町１６７番地４８

137 北日本石油㈱北見販売支店 北見市花月町１５－８

138 北北海道ダイハツ販売株式会社北見店 北見市中央三輪４丁目５１３番地の１

139 北見管工事事業協同組合 北見市北進町３丁目２番２号

140 株式会社北見教材厚生部 北見市とん田西町３１４

141 北見広域森林組合 北見市美山町西５丁目５０番地２１２

142 北見資源リサイクル事業協同組合 北見市大和３２８番６

143 北見市市民環境部クリーンライフセンター 北見市大通西３丁目１番地１

144 北見市上下水道局 北見市中ノ島町１丁目４番１号

145 北見市端野総合支所 北見市端野町二区４７１番地１

146 北見市中央地区地域包括支援センター 北見市北斗町２丁目１番２７号　ナカシンビル　１階

147 北見市常呂総合支所 北見市常呂町字常呂３２３番地

148 北見市都市建設部道路管理課 北見市北光４４３番地

149 北見市役所総務部車両課 北見市大通西３丁目１番地１

150 株式会社　北見写真館 北見市北３条西１丁目２番地の１

151 北見商業クリーン株式会社 北見市豊地１８番地２

152 北見市留辺蘂総合支所 北見市留辺蘂町上町６１番地

153 北見信用金庫 北見市大通東１丁目２番地１

154 北見鈴木製菓株式会社 北見市東三輪１－９６－４６

155 北見税務署 北見市桜町２丁目９－１

156 北見赤十字病院 北見市北６条東２丁目

157 北見石油販売株式会社 北見市卸町１丁目７番地１

158 北見石灰工業株式会社 北見市相内町１９５番地

159 北見第一木材株式会社 北見市東相内町６７５番地３

160 北見太陽保育園 北見市清月町９２－３

161 株式会社北見タイル商会 北見市北４条東８丁目１番地１

162 北見地域ケアプラン相談センター 北見市東相内町268番地44

163 北見地区消防組合消防署 北見市寿町２丁目１番２８号

164 北見地区消防組合消防署置戸支署 常呂郡置戸町字置戸１９２番地

165 北見地区消防組合消防署訓子府支署 常呂郡訓子府町元町１０番地

166 北見地区消防組合消防署端野支署 北見市端野町二区４６９番地

167 北見地区消防組合消防署常呂支署 北見市常呂町字常呂５５８番地

168 北見地区消防組合消防署留辺蘂支署 北見市留辺蘂町旭公園９９番地１８

169 北見地区消防組合　消防本部 北見市寿町２丁目１番２８号

170 株式会社北見鉄筋 北見市西三輪４丁目７２２番地１８

171 北見ときわ幼稚園 北見市常盤町３丁目８番地１４号

172 株式会社北見都市施設管理公社 北見市若松６５１番地

173 株式会社北見都市施設管理公社北見ﾓｲﾜスポーツワールド 北見市美園３６９番地１

174 北見トヨペット株式会社 北見市とん田東町６１６番地



175 北見トヨペット株式会社留辺蘂店 北見市留辺蘂町旭西１７６番地

176 北見日産自動車株式会社 北見市常盤町６丁目２番地の１０

177 北見日産自動車株式会社西富店 北見市西富町２丁目１９番３号

178 北見日産自動車株式会社日産カーパレス夕陽ヶ丘店 北見市大正５１番地１４

179 株式会社北見マツダ自動車販売 北見市緑ヶ丘５丁目６番15号

180 北見マリア幼稚園 北見市小泉２６８番地

181 北見三菱自動車販売株式会社 北見市本町５丁目１０番２５号

182 北見ヤクルト販売株式会社 北見市端野町三区５６７番地６

183 北見郵便逓送株式会社本社営業所 北見市南仲町１丁目４番６号

184 きたみらい農業協同組合 北見市中ノ島町１丁目１番８号

185 きたみらい農業協同組合　相内地区事務所 北見市相内町１８４番地

186 きたみらい農業協同組合　置戸地区事務所 常呂郡置戸町字置戸４６番地

187 きたみらい農業協同組合　温根湯地区事務所 北見市留辺蘂町温根湯１５７番地

188 きたみらい農業協同組合　上常呂地区事務所 北見市上ところ１８０番地

189 きたみらい農業協同組合　訓子府地区事務所 常呂郡訓子府町仲町２５番地

190 きたみらい農業協同組合　端野地区事務所 北見市端野町三区４８３番地１７

191 キャノンシステムアンドサポート株式会社北見営業所 北見市大通西４丁目４番１号住友生命北見ビル

192 共栄火災海上保険株式会社北海道支店北見支社 北見市北３条東１丁目11番地

193 株式会社協栄土木 北見市川東２９番地４

194 ㈱共成レンテム北見営業所 北見市東相内町６８７番地５

195 京セラ株式会社北海道北見工場 北見市豊地３０番地

196 株式会社キョクイチ　マルキタ事業部 北見市東相内町３９番地１

197 旭陽電機株式会社北見支社 北見市とん田東町６８４番地１０

198 株式会社倉本鉄工所 北見市泉町３３番地

199 株式会社グリーンズ北見 北見市大正２８４番地１

200 桑原電工株式会社 北見市豊地１番地２１

201 桑原電装株式会社 北見市豊地１番地１２

202 桑原電装株式会社通信事業部 北見市とん田西町２２６

203 桑原冷熱工業株式会社 北見市豊地１番地１１

204 訓子府石灰工業株式会社 常呂郡訓子府町大町８６番地

205 訓子府町役場 常呂郡訓子府町東町３９８番地

206 訓子府郵便局 常呂郡訓子府町元町２１

207 訓子府機械工業株式会社 常呂郡訓子府町字訓子府４６７番地

208 株式会社　軽自動車館　北見店 北見市小泉498-１

209 株式会社　光栄建設 北見市末広町１７２－１７

210 公益社団法人北見市シルバー人材センター 北見市東三輪5丁目1番地16

211 公益財団法人北海道農業公社北見支所 北見市とん田東町６１７番地

212 株式会社興商 北見市西三輪５丁目３番地１２

213 光洋自動車株式会社 北見市中央三輪6丁目437番地1

214 株式会社光和北見支店 北見市三輪６９２番地１

215 興和建設株式会社 北見市泉町１丁目２番１２号

216 株式会社　興和工業 北見市北上７６７番地の２

217 国土建設株式会社 北見市春光町４丁目７番１８号

218 国分北海道株式会社道東支社北網支店 北見市卸町１丁目３番１号



219 国立大学法人北海道国立大学機構北見工業大学 北見市公園町１６５番地

220 株式会社コスミック 北見市寿町１丁目１番５号

221 株式会社ゴダイ 北見市豊地６９番地１８

222 小西工業株式会社 北見市北５条東３丁目２番地

223 株式会社コハタ北見営業所 北見市栄町２丁目１－３

224 小林株式会社 北見市本町５丁目９番地１５号

225 株式会社小林印刷 北見市本町５丁目９番２５号

226 コマツカスタマーサポート株式会社　北見支店 北見市東相内６６０番地７

227 小柳協同株式会社北見営業所 北見市とん田東町４７１番地１０

228 株式会社小柳中央堂 北見市卸町１丁目５番地１

229 株式会社近藤銘木店 北見市卸町２丁目５番地３

230 株式会社斉藤商店 北見市豊地１２番地９

231 株式会社斉藤工業 北見市端野町三区３３５番地３

232 株式会社坂井印刷 北見市桜町１丁目４番地２

233 株式会社坂口精肉食品工場 北見市中央町８２－７

234 桜井暖房工業株式会社 北見市東陵町170番地の１０

235 株式会社ササキ種苗 北見市卸町３丁目２番地２

236 佐藤林業株式会社 北見市北斗町３丁目６－１６

237 真田建設株式会社 北見市端野町三区６５番地２

238 株式会社サニクリーン北海道北見営業所 北見市高栄東町１丁目１１番３９号

239 三栄紙料株式会社 北見市小泉７５２番地２１

240 株式会社サン園芸 北見市東相内町１２１番地８

241 株式会社サンキュー 北見市中央三輪371-９

242 三九建設株式会社 北見市留辺蘂町栄町３８番地

243 株式会社三共後藤建設 北見市北上７７７番地

244 三共舗道株式会社北見営業所 北見市東相内町５６０番地石北ビル３Ｆ

245 株式会社　サングリン太陽園北見センター 北見市卸町2丁目10番地4

246 株式会社三光北見支店 北見市中ノ島町１丁目３番４号

247 三興自動車工業株式会社 北見市常呂町字常呂５６０番地の２

248 株式会社三書堂 北見市豊地1番3

249 有限会社サンテック 北見市北光293番地５

250 サントリービバレッジサービス株式会社　北海道営業本部北見支店 北見市端野町三区３９８番地３

251 三立機電株式会社北見支店 北見市卸町３丁目５番３号

252 株式会社三和システムサービス 北見市北１条東５丁目１番地Ｋ’ｓビル１階

253 三和工業株式会社 北見市西富町１丁目８番１号

254 三和シャッター工業株式会社　北見営業所 北見市西三輪１丁目651番地

255 JA北海道厚生連　特別養護老人ホームところ 北見市常呂町字常呂561番地26

256 自衛隊帯広地方協力本部北見地域事務所 北見市大通り東３丁目１２番地

257 ジェイテクトセールス株式会社 北見市中ノ島町２丁目11番６号

258 株式会社ジオアクト 北見市東相内町４９３番地５

259 株式会社　シバヤマ電器 北見市春光町４丁目１番８号

260 株式会社渋谷 北見市栄町２丁目１－２

261 有限会社清水設備工業 北見市川東５９番地の１１

262 株式会社　シモンズ 北見市川東４０６－３



263 社会医療法人明生会　道東の森総合病院 北見市美山町東２丁目68番地９

264 社会福祉法人治恵会 北見市とん田東町４４４番地１

265 社会福祉法人愛和会 北見市相内町９７番地１

266 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会 常呂郡置戸町字置戸246番地の3

267 社会福祉法人川東の里 北見市川東２２６番地２

268 社会福祉法人きたの愛光会特別養護老人ホームこもれびの里 北見市北光２８０番７

269 社会福祉法人　北見慈恵会 北見市東相内町171番地57

270 社会福祉法人　北見市社会福祉協議会 北見市寿町３丁目４番１号

271 社会福祉法人北見市社会福祉協議会端野支所 北見市端野町端野２３８番地６

272 社会福祉法人北見市社会福祉協議会常呂支所 北見市常呂町字常呂３３８番地

273 社会福祉法人北見市社会福祉協議会留辺蘂支所 北見市留辺蘂町東町８４番地１

274 社会福祉法人北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 北見市緑ヶ丘３丁目２９番７号

275 社会福祉法人北見有愛会 北見市花園町５０番１１

276 社会福祉法人　訓子府町社会福祉協議会 常呂郡訓子府町東町398番地

277 社会福祉法人訓子府福祉会特別養護老人ホームくんねっぷ静寿園 常呂郡訓子府町字穂波69番地57

278 社会福祉法人恵和福祉会　介護老人保健施設緑風 北見市緑ヶ丘３丁目２９番８号

279 社会福祉法人北陽会 北見市留辺蘂町栄町１２７番地２１

280 社会福祉法人めぐみ会北見老人ホーム 北見市川東３６２番地

281 社会福祉法人　萌木の会 北見市富里223番地１

282 株式会社　常口アトム　北見支店 北見市寿町５丁目７番９号加納ビル１Ｆ

283 株式会社常光北見営業所 北見市清月町３－４

284 株式会社正和 北見市本町４丁目８番８

285 新星ロードスター株式会社 北見市北４条西６丁目15番地１

286 新生紀森林組合 常呂郡置戸町字置戸１６４番地

287 株式会社しんや 北見市常呂町字常呂４５番地の６

288 株式会社　新和工業 北見市柏木３８９番地

289 水ingAM株式会社端野管理事務所 北見市端野町二区６０４番地

290 水ingAM株式会社　常呂管理事務所 北見市常呂町字土佐６８－１

291 水ingAM株式会社ﾙﾍﾞｼﾍﾞPFI管理事務所 北見市留辺蘂町富岡１７７－１

292 株式会社　スエヒロ青果 北見市広郷５５２番地

293 株式会社　鈴木組 北見市端野町三区415-４

294 株式会社スズケン北見支店 北見市大町３８番地

295 住商アグリビジネス株式会社北見支店 北見市北上４３６番地７

296 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部北見センター 北見市端野町三区１９７－１

297 株式会社セイコーフレッシュフーズ北見支店 北見市とん田東町３９８番地

298 セイコーリテールサービス株式会社 北見市相内町３５５

299 株式会社セクト 北見市とん田東町４０４番地

300 セコム株式会社北見営業所 北見市北２条東１丁目１番カンテックビル２Ｆ

301 株式会社ゼロワン 北見市西三輪３丁目７３７番地

302 全国共済農業協同組合連合会北海道本部北見支所 北見市とん田東町６１７番地

303 全国共済農業協同組合連合会北海道本部　北見サービスセンター 北見市とん田東町６１７番地

304 株式会社セントラルビルサービス北見営業所 北見市大町４６番地３

305 株式会社創輝 北見市並木町５００－３

306 征矢野木材株式会社北見工場 北見市豊地１番１４



307 損害保険ジャパン株式会社　北海道保険金サービス第五課 北見市北４東２－１損保ジャパン日本興亜北見ビル１Ｆ

308 SOMPOケア　北見高栄 北見市高栄東町1-11-34アクティブウェルズ21　１番街４

309 株式会社第一岸本臨床検査センター北見営業所 北見市美芳町８丁目２番２号

310 第一工業株式会社 北見市南町１丁目８番３３号

311 第一三共株式会社　北見営業所 北見市北２条東１丁目１　カンテックビル３Ｆ

312 株式会社ダイイチ 北見市大通東町３丁目１１番地１

313 大起コンサルタント株式会社 北見市常盤町６丁目８番地の４

314 株式会社大設工業 北見市柏木１番地６

315 大地建設株式会社 北見市東三輪４丁目１６番地１５９

316 太平洋建設工業株式会社北見支店 北見市小泉４２６番地

317 太平洋総合コンサルタント株式会社北見支店 北見市端野町三区３７４番地２５

318 大丸株式会社道北支店北見出張所 北見市本町３丁目２番６号　ナカシンビル本町２階

319 太陽興産株式会社 北見市西三輪７丁目７０９番地８

320 株式会社太陽商会 北見市大通東９丁目９番地

321 株式会社高木園芸 北見市広郷１１３６番地３

322 髙瀬物産株式会社北見支店 北見市卸町３丁目２－３

323 タカラスタンダード株式会社北海道支店北見営業所 北見市卸町１丁目１－２

324 株式会社タクマ 北見市大町56番地８

325 株式会社竹山北見支店 北見市本町５丁目４番１０号

326 株式会社ダスキン北見東支店 北見市端野町３区３９０番地１

327 谷口電工株式会社 北見市留辺蘂町泉３５５番地４

328 株式会社田巻美石園 北見市幸町８丁目２番１２号

329 株式会社タルミ工業 北見市西三輪４丁目７３０－２０

330 端野郵便局 北見市端野町二区３４４番地１２

331 株式会社丹波屋北見支店 北見市常盤町４丁目２番地２８

332 ダンロップタイヤ北海道株式会社北見支店 北見市小泉２３６番地

333 地方独立行政法人北海道立総合研究機構北見農業試験場 常呂郡訓子府町字弥生５２番地

334 中央防災株式会社 北見市若葉６丁目４番２号

335 株式会社つうけんアクティブ　北見事業所 北見市豊地26番地２

336 株式会社　つうけん　道東事業部　北見事業所 北見市豊地２６－２

337 株式会社　ツクイ北見常盤 北見市常盤町６丁目８－９

338 土田ボデー工業株式会社 北見市東相内町４５番地１８

339 株式会社　土山建設 北見市端野町三区440番地４

340 続木熱源株式会社 北見市南町１丁目５－５

341 鶴雅リゾート株式会社サロマ湖支店サロマ湖鶴雅リゾート 北見市常呂町字栄浦３０６番地１

342 株式会社ＴＲリンク 北見市緑町１丁目１番２号

343 株式会社Ｔ・Ｎ・Ｏ 北見市柏木３番地２０

344 株式会社ティーケーコーポレーション 北見市桜町４丁目５６番地

345 ＤＣＭ株式会社三輪店 北見市中央三輪２丁目３２０－２

346 株式会社ティーバイティーホールディングス北見店 北見市末広町１７３－１５

347 株式会社　デｲ・エス・ジー　訓子府支社 常呂郡訓子府町字穂波194番地６

348 デラバル株式会社北見営業所 北見市端野町三区３６９－３

349 株式会社テルベ 北見市富里２２２番地１

350 株式会社電化堂 北見市常盤町５丁目１９番地５



351 株式会社　電建 北見市常盤町６丁目２番２６号

352 株式会社伝書鳩 北見市幸町２丁目１番２８号

353 （株）東京海上日動パートナーズ北海道旭川支店北見支社 北見市北４条西１丁目３番１号北見東京海上日動ビル４階

354 東京海上日動火災保険株式会社北見支社 北見市北４条西１丁目３番地１

355 東京美装北海道株式会社北見支店 北見市山下町５丁目５番２４号

356 株式会社道新ささはら販売所 北見市北央町１１０－８

357 株式会社道東アークス 北見市卸町３丁目３番地３

358 道東クリーンサービス有限会社 北見市豊地２６地１３

359 株式会社道東住設 北見市中央三輪４丁目４９３－１８

360 株式会社東部第一 北見市北２条東２丁目４番地

361 株式会社東武端野店 北見市端野町三区572番地１

362 東北建設株式会社　資材センター 北見市豊地６９－３

363 株式会社トーヨータイヤジャパン　北見営業所 北見市卸町２丁目10-８

364 株式会社時枝工業 北見市寿町１丁目９番８号

365 特定非営利活動法人こばと 北見市幸町２丁目５番地１

366 特別非営利活動法人ワークフェア 北見市美芳町５丁目２番１３号エムリンクビル

367 常呂漁業協同組合 北見市常呂町字常呂６９１番地

368 有限会社常呂自動車整備工場 北見市常呂町字常呂５５７番地

369 常呂町農業協同組合 北見市常呂町字常呂６０８番地

370 株式会社ドボク管理 北見市春光町１丁目２４番地３

371 トヨタＬ＆Ｆ旭川株式会社北見営業所 北見市東相内町５６１番地３

372 トヨタカローラ北見株式会社 北見市西富町２丁目１９番７号

373 トヨタモビリティパーツ株式会社北見支社 北見市豊地２２番地１６

374 株式会社トヨタレンタリース北見 北見市並木町１６８－１

375 ドリーム橋梁株式会社 北見市公園町１番地３３

376 株式会社トワニ北見店 北見市豊地１８番３９

377 株式会社中神土木設計事務所 北見市寿町３丁目５番４号

378 株式会社中澤機械店 北見市小泉２２２番地

379 株式会社ナカシン 北見市北斗町２丁目１番２６号

380 永田製飴株式会社 北見市南仲町１丁目５番１０号

381 永浜クロス株式会社北見営業所 北見市卸町１丁目２番１号

382 株式会社　中村商会 北見市卸町３－６－３

383 ナブコシステム株式会社　北見営業所 北見市高栄東町１丁目11番地39号アクティブウエルズ21・３

384 ナベシマ工業株式会社 北見市錦町６１０番地の１９

385 有限会社浪岡工業 北見市桂町３丁目１６０番地９４

386 株式会社成中クリーニング 北見市豊地１２番地１２

387 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター小泉 北見市ひかり野６丁目２ー２

388 日糧製パン株式会社北見営業所 北見市中央三輪８丁目１４－３

389 日通商事株式会社北見LPガス事業所 北見市南仲町３－７－４９

390 日産部品北海道販売株式会社　北見店 北見市豊地２２番地１２

391 株式会社日伸建設 北見市北光２６８番地の１

392 株式会社　日専連ニックコーポレーション 北見市北２条西１丁目16番地１

393 （株）ＮＩＰＰＯ北網出張所 北見市端野町三区４４９番地２

394 日本キャタピラー合同会社北見営業所 北見市小泉４２０番地１



395 日本全薬工業株式会社北見コミュニケーションオフィス 北見市常盤町６丁目２０－５

396 日本通運株式会社北見支店 北見市卸町３丁目８－２

397 日本ニューホランド㈱北見営業所 北見市東相内町６２４番地

398 日本年金機構　北見年金事務所 北見市高砂町２番２１号

399 日本放送協会北見放送局 北見市北斗町２丁目３番２４

400 日本郵便株式会社　北見郵便局 北見市北６条東１丁目１番地１

401 日本郵便株式会社　常呂郵便局 北見市常呂町字常呂３３８番地２

402 認定こども園　北見くるみ幼稚園 北見市春光町５丁目１１－２０

403 株式会社熱学 北見市豊地２６番地２１

404 ネッツトヨタ北見株式会社 北見市東三輪３丁目２２番地

405 株式会社野口建設 北見市常呂町字常呂６１７番地

406 野付牛自動車学校 北見市末広町１６３番地７５

407 野村興産株式会社イトムカ鉱業所 北見市留辺蘂町富士見２１７番地の１

408 株式会社長谷川建材 北見市大通東８丁目１４番地

409 株式会社林鉄工 北見市北上２８番地１１

410 株式会社Ｐ＆Ｌ 北見市泉町４丁目１-３１

411 東日本フード株式会社北海道事業部道東営業部 北見市春光町２丁目２０８番地の１

412 東北海道いすゞ自動車株式会社北見支店 北見市栄町１丁目３番地の５

413 東北海道日野自動車株式会社　北見支店 北見市中央三輪４丁目５２３番地１

414 光化成株式会社 北見市とん田西町３７０番地

415 久島工業株式会社 常呂郡訓子府町東町８８番地

416 ピザハット北見店 北見市高栄西町９丁目４－９

417 ビセラル株式会社北見営業所 北見市豊地９３－７

418 日立建機日本株式会社　北見営業所 北見市端野町三区４０３番地１

419 株式会社ピュアライン北見営業所 北見市公園町１１２－１

420 有限会社平間機械工業所 北見市豊地１－２７

421 株式会社フクオカ北見支店 北見市美芳町９丁目１番７

422 株式会社福地工業 北見市西三輪４丁目７１２番地

423 株式会社　藤沢土木 北見市柏木384番地7

424 株式会社　富士大葵工業 北見市東相内町351番地８

425 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 北見市光西町１６７番地４８

426 株式会社富士薬品北見営業所 北見市北央町８２－３

427 船橋西川建設株式会社 北見市川東３７０番地２

428 株式会社舟山組 北見市寿町６丁目３番４号

429 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北見店 北見市豊地１番地２８

430 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見営業所 北見市豊地１番１８

431 フルテック株式会社北見営業所 北見市高栄東町１丁目２４番１７号

432 株式会社ふれやか 北見市大正５６番地５２

433 株式会社ベストブレーン 北見市中央三輪１丁目４２２番地パナプラザビル４階

434 ペット霊園　風の丘 北見市南丘１５番地２

435 株式会社ベルコ北見支社 北見市南仲町２丁目５番３１号

436 訪問介護　蓮 北見市北光３１９番地４５

437 株式会社ホクエー 北見市無加川町４０１番地

438 株式会社ホクカイ 北見市美山町東２丁目６８番地５６



439 株式会社北進商会 北見市北進町１５１番地の１

440 株式会社北辰工業 北見市朝日町４８番地

441 北進工業株式会社 常呂郡置戸町字置戸２２番地３

442 北信興産株式会社 北見市北３条東１丁目

443 北辰土建株式会社 北見市北１０条東４丁目１番地

444 北成建設株式会社 北見市北５条東３丁目２番地

445 北炭販売株式会社　北見営業所 北見市中ノ島町2丁目11-30

446 北長金日米建材株式会社北見営業所 北見市常川418番地１

447 ほくでんサービス株式会社北見支店 北見市北８条東１丁目２番地１

448 北東電気株式会社 北見市豊地１８－４７

449 北都工機株式会社 北見市北上７３９－１

450 北都板金工業株式会社 北見市北央町１１５番地の１３

451 北都部品株式会社 北見市光西町１９５番地９３

452 北燃商事株式会社北見営業所 北見市山下町４丁目７ー１９

453 株式会社ほくべい 北見市北３条西１丁目１３番地

454 北網ダイハツ販売株式会社 北見市東三輪１丁目２８番地１

455 株式会社ほくやく北見支店 北見市本町５丁目４番１０号

456 株式会社北洋銀行北見中央支店 北見市北２条東１丁目２番地

457 北洋建設株式会社 北見市本町３丁目５番２

458 株式会社　ホクリヨウ北見農場 北見市美園722番地１

459 株式会社ホクリンコンサルタント 北見市三楽町２２２番地の３６

460 ホクレン農業協同組合連合会北見支所 北見市とん田東町６１７番地

461 ホクレン農業協同組合連合会訓子府実証農場 常呂郡訓子府町字駒里１８４番地７

462 ホクレン肥料株式会社北見工場 北見市端野町緋牛内４７８番地

463 株式会社保建科学研究所北見営業所 北見市常盤町３丁目４－１５

464 ホシザキ北海道株式会社北見営業所 北見市栄町２丁目２番地２

465 北開リフォーム株式会社 北見市上ところ411番地５

466 北海電気工事株式会社北見支店 北見市豊地１２番地１５

467 北海道網走家畜保健衛生所 北見市大正３２３－５

468 北海道運搬機株式会社　北見支店 北見市豊地22番地３

469 北海道エナジティック株式会社北見営業所 北見市小泉３９４番地

470 北海道オホーツク総合振興局産業振興部中部耕地出張所 北見市中ノ島町１丁目２番３４号

471 北海道オホーツク総合振興局東部森林室 北見市青葉町２番１０号

472 北海道オリオン株式会社　北見営業所 北見市美芳町５丁目１番地１

473 北海道ガス株式会社北見支店 北見市北７条東１丁目１番地１

474 北海道川崎建機株式会社北見支店 北見市東相内町９３４－５

475 北海道北見児童相談所 北見市東陵町３６番地３

476 北海道北見保健所 北見市青葉町６番６号

477 北海道軌道施設工業株式会社　北見出張所 北見市南仲町１丁目　JR庁舎１階

478 北海道キリンビバレッジ（株）道北支社北見事務所 北見市西三輪４丁目716番地31

479 株式会社　北海道銀行北見支店 北見市北１条西１丁目１番地

480 株式会社北海道銀行北見とん田支店 北見市栄町１丁目１番地の１

481 株式会社北海道クボタ　北見支社 北見市小泉４２０番地２

482 北海道警察北見方面北見警察署 北見市青葉町６番１号



483 北海道警察北見方面本部警備課 北見市青葉町６番１号

484 北海道警察北見方面本部警務課 北見市青葉町６番１号

485 北海道警察北見方面本部交通課 北見市青葉町６番１号

486 北海道警察北見方面本部交通課運転免許試験場 北見市大正141番地１

487 北海道警察北見方面本部生活安全課 北見市青葉町６番１号

488 北海道警察北見方面本部捜査課 北見市青葉町６番１号

489 北海道警察北見方面本部地域課 北見市青葉町６番１号

490 北海道警察情報通信部北見方面情報通信部 北見市青葉町６番１号

491 株式会社北海道健康プランニング協会 北見市中央三輪５丁目４２３番地５　北見メッセＡ棟　２階

492 株式会社　北海道建設新聞社　北見支社 北見市北４条東３丁目１－１　富士火災北見ビル３F

493 北海道コカ・コーラボトリング株式会社　北見営業所 北見市東相内町５９８番地

494 北海道新聞北見支社 北見市幸町１丁目２番１７号

495 北海道スバル株式会社　北見店 北見市小泉426番地４

496 北海電気工事株式会社北見支店技術グループ 北見市北８条東１丁目２番地１北電北見支店内

497 北海道電力株式会社　北見支社 北見市北８条東１丁目２番地１

498 北海道電力ネットワーク（株）北見支店電力部 北見市とん田西町２２３－１

499 北海道電力ネットワーク株式会社　北見支店 北見市北８条東１丁目２番地１

500 北海道糖業株式会社北見製糖所 北見市北上１０１番地１

501 北海道日紅株式会社美幌支店常呂駐在所 北見市常呂町字常呂576番地11

502 北海道農業共済組合　オホーツク統括センター 北見市美園４９７番地１

503 北海道農業共済組合オホーツク統括センター 北見市美園４９７番地１

504 北海道農政事務所　北見地域拠点 北見市青葉町６番８号

505 北海道美装興業株式会社 北見市常盤町５丁目２番地１６

506 北海道ベンディング株式会社北見事業所 北見市東相内町５９８番地

507 北海道ホンダ販売㈱北見店 北見市小泉４９５

508 北海道マツダ販売株式会社北見店 北見市小泉４７６番地

509 北海道旅客鉄道株式会社北見保線管理室 北見市南仲町１丁目２－５

510 北海道旅客鉄道株式会社北見保線所 北見市南仲町１丁目２番５号

511 北海道労働金庫北見支店 北見市北４条西５丁目１－１

512 北海ロード株式会社 北見市北斗町３丁目８番４号

513 北海道エネルギー株式会社道北支店北見営業所 北見市中央三輪９丁目３番１号

514 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社 北見市相内町598番地

515 北海道赤十字血液センター北見出張所 北見市常盤町３丁目６番17号

516 北海道セキスイハイム株式会社　旭川支店　北見営業所 北見市卸町１丁目１番１

517 株式会社北光車輌解体 北見市花園町６１３番地

518 株式会社ホンダ販売北見 北見市小泉411番地の4

519 株式会社松浦板金工業所 北見市豊地２７番地

520 松田部品株式会社北見支店 北見市常盤町３丁目４番１９号

521 松谷建設株式会社 北見市留辺蘂旭北４１番地

522 株式会社マルゲン 北見市豊地９３番地８

523 丸建工業株式会社 常呂郡訓子府町字穂波６７番地４

524 有限会社丸富青果 常呂郡置戸町字境野４５５番地１

525 株式会社マルモ 北見市卸町２丁目２番地３

526 株式会社円輪建設 北見市端野町三区４４９－２



527 ミサワホーム北海道株式会社北見店 北見市美芳町１丁目４－２６

528 水沢エース株式会社 北見市卸町２丁目３番２

529 株式会社ミズノ硝子建材 北見市美山町６９番地１１

530 有限会社水橋組 北見市北央町１２０番地１８

531 株式会社瑞穂北翔警備北見営業所 北見市北上２４番地５

532 水元建設株式会社 北見市青葉町１６番地２３号

533 三井住友海上火災保険株式会社北海道中央支店北見支社 北見市大通東３－１１－１ダイイチBLD２F

534 三菱電機ビルソリューションズ株式会社　北見営業所 北見市北４条東１－１１

535 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう北見支店 北見市西三輪１丁目６４６番地４

536 三本珈琲株式会社北見支店 北見市北進町３丁目１４－２０

537 株式会社三ツ輪商会北見支店 北見市中央三輪４丁目５２６番地

538 株式会社美山建設 北見市上ところ２０番地４４

539 御幸鮨 北見市清月町１２番地の１４号

540 三好メディカル株式会社 北見市卸町１丁目１０番地５

541 株式会社　向井建設 北見市端野町三区４６４番地２

542 株式会社向井設備 北見市田端町７１番地８８

543 株式会社ムトウ北見支店 北見市卸町３丁目５番地２

544 村井小泉建設株式会社 北見市とん田西町２１２番地７

545 株式会社村田組 北見市川東３６０番地２

546 株式会社村田塗料店 北見市東相内町１６番地１

547 明治飼糧株式会社オホーツク支店 北見市大正６０番地４６

548 明治安田生命保険相互会社北見北営業所 北見市栄町１丁目３-12

549 株式会社メンティス 北見市大通西４丁目４番地１

550 モイワ車輌株式会社 北見市相内町６０番地の１３

551 株式会社モトーレン札幌北見支店 北見市大正５１番地３６号

552 株式会社森谷建設 北見市端野町二区１６番地

553 株式会社モロオ北見営業所 北見市卸町１丁目３番３

554 株式会社安田鉄工所 北見市小泉町４２６番地の３

555 株式会社ヤマダ 北見市北進町３丁目１４番２１号

556 大和谷工業株式会社 北見市豊地１２番地１４

557 株式会社ヤマナカ中原水産 北見市常呂町字常呂２５番地２２

558 ヤンマーアグリジャパン株式会社北見支店 北見市小泉４７５番地４－７

559 UDトラックス道東株式会社北見支店 北見市東三輪１丁目２８番地２

560 雪印種苗株式会社北見営業所 北見市清月町１８番地の１３

561 陽気堂クリエート工業株式会社 北見市豊地２２番地２０

562 株式会社陽気堂 北見市豊地２２番地２０

563 横井電気株式会社 北見市北５条西５丁目７番地

564 株式会社ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー北見営業所 北見市中央三輪４丁目４９３

565 株式会社ヨコビ北見営業所 北見市東相内町１５０番地１

566 株式会社吉崎工業所 北見市北４条東７丁目１番地

567 有限会社ライズ 北見市光西町１９７番地１３

568 リコージャパン株式会社北見営業所 北見市田端町７１－８

569 株式会社リョーユウ石油 北見市東三輪３丁目１８番地

570 株式会社リョーユウガスセンター 北見市東三輪１丁目９３番地３



571 旅館　塩別つるつる温泉 北見市留辺蘂町滝の湯２０１番地

572 緑産株式会社東北海道営業所 北見市785番地５

573 株式会社緑進 北見市高栄西町９丁目１番１８号

574 留辺蘂石油販売株式会社 北見市留辺蘂町旭西１７６番地の７

575 留辺蘂郵便局 北見市留辺蘂町仲町９５番地１０

576 株式会社レンタル屋 北見市卸町１丁目１０番地１

577 株式会社ローソン　道東支店　北見事務所 北見市大通西５丁目７－５トーアビル２Ｆ

578 有限会社　和幸紙業 北見市無加川町３９３－２５

579 株式会社　ワタキュークリーン 北見市本町５丁目８番１８号


