平成３１・３２年度登録業者一覧
業種種別

登録番号

商号又は名称

代表者

市内【物品】
住所

物品

1000001580 株式会社 相内建設

代表取締役 相内 義輝

登別市大和町2丁目15番地1

物品

1000001560 株式会社 荒川設備

代表取締役 荒川 昌伸

登別市栄町3丁目18番地5

物品

1000002678 株式会社 伊藤電機商会

代表取締役 伊藤 光一

登別市富士町2丁目11番地1

物品

1000003609 株式会社 井元耕事務所

代表取締役 井元 耕

登別市登別温泉町60番地

物品

1000002229 株式会社 上田商会

代表取締役 上田 朗大

登別市新川町2丁目5番地1

物品

1000002527 上田商事 株式会社

代表取締役 上田 朗大

登別市新川町2丁目5番地1

物品

1000002099 株式会社 栄和自動車

代表取締役 小林 渡

登別市栄町2丁目9番地2

物品

1000002529 エス昭和コンクリート 株式会社

代表取締役 石川 政美

登別市栄町4丁目2番地2

物品

1000002543 エラ自動車工業 株式会社

代表取締役 江良 貴志

登別市栄町2丁目10番地1

物品

1000001258 株式会社 大津山商店 登別営業所 登別営業所長 梅田 政昭

登別市美園町6丁目38番地13

物品

1000001563 オール設備 株式会社

代表取締役 尾形 勝夫

登別市中央町1丁目4番地10

物品

1000001260 小原製麺 株式会社

代表取締役 畑山 明美

登別市幌別町7丁目3番地2

物品

1000001936 風の 株式会社 登別営業所

所長 小熊 幸雄

登別市若山町4丁目33番地1
カーブス内

物品

1000001265 株式会社 カナモト 登別営業所

所長 白坂 義徳

登別市幌別町7丁目18番地32

物品

1000001266 川田自動車工業 株式会社

代表取締役 川田 弘教

登別市幌別町7丁目22番地1

物品

1000001578 株式会社 管工設備

代表取締役 貫山 壽滿

登別市新生町4丁目6番地6

物品

1000002348

所長 大野 康樹

登別市大和町1丁目17番11号

物品

1000001547 株式会社 草塩建設

代表取締役 草塩 忠幸

登別市中央町3丁目12番地4

物品

1000001281 クリーンビル開発 株式会社

代表取締役 西尾 拓也

登別市千歳町2丁目10番地3

物品

1000001545 株式会社 ゴウダ

代表取締役 鈴木 雅善

登別市片倉町2丁目24番地26

物品

1000001295 小中畳店

小中 正

登別市中央町1丁目18番地4

物品

1000001571 有限会社 酒井塗装店

代表取締役 酒井 真人

登別市中央町1丁目15番地5

物品

1000001302 三協資源 株式会社

代表取締役 三浦 真彦

登別市大和町2丁目25番地1

物品

1000001308 篠島ミート 株式会社

代表取締役 安達 充高

登別市鷲別町4丁目31番地5

物品

1000001317 株式会社 柴田鉄工 登別営業所

所長 鳴海 肇

登別市富岸町3丁目62番地1

物品

1000002026 昭和 株式会社 登別営業所

所長 宮城 由典

登別市中央町6丁目2番地6

物品

1000001311 株式会社 白川電器店

代表取締役 山口 慎二

登別市新川町1丁目6番地11

物品

1000001254 スズキ電器

代表 鈴木 忠雄

登別市青葉町1番地27

物品

1000001327 有限会社 第一工芸社

代表取締役 山田 純一郎

登別市幌別町5丁目1番地1

物品

1000001331 大丸 株式会社 室蘭出張所

所長 稲上 雅也

登別市新生町1丁目17番地1

物品

1000001537 株式会社 平興業

代表取締役 平 勇喜

登別市富士町6丁目15番地1

物品

1000001336 有限会社 タケナカ建装

代表取締役 竹中 修志

登別市新栄町1番地56

物品

1000002887 Ｔ．Ｎメンテナンス

代表 西田 隆行

登別市片倉町1丁目4番地5

物品

1000001347 有限会社 デザインワーク・エーヂ

代表取締役 和泉 薫

登別市幌別町6丁目20番地34

物品

1000001354 道南平塚食品 株式会社

代表取締役 平塚 正雄

登別市幌別町4丁目12番地1

株式会社 共成レンテム 登別営業
所
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登録番号

商号又は名称

物品

1000001358 株式会社 東洋興業

物品

1000001368

物品

代表者

市内【物品】
住所

代表取締役 渡辺 京子

登別市新栄町1番地32

店長 岩島 正次

登別市幌別町1丁目3番地5

1000001384 有限会社 日昇自動車

代表取締役 鎌田 琢新

登別市大和町2丁目37番地7

物品

1000001323 株式会社 日昌 登別営業所

所長 西村 辰也

登別市栄町4丁目27番地1

物品

1000001385 有限会社 日胆工務店 登別営業所 所長 伊藤 重也

登別市若草町2丁目26番地12

物品

1000002671 株式会社 ネットワーク

代表取締役 岩浅 眞純

登別市富岸町1丁目10番地7

物品

1000001408 登別ガス協同組合

理事長 斎藤 正史

登別市新栄町1番地39

物品

1000002670 登別環境保全事業 協同組合

代表理事 小和田 司

登別市新栄町1番地32

物品

1000001410 登別管工事業 協同組合

理事長 尾形 勝夫

登別市中央町1丁目10番地5

物品

1000001407 登別クリーンサービス 株式会社

代表取締役専務 齊藤 崇

登別市新栄町1番地39

物品

1000001411 登別資源リサイクル協同組合

代表理事 平 秀里

登別市新川町３丁目１９番地２

物品

1000002096 登別造園工事業協同組合

理事長 小笠原 行雄

登別市登別本町1丁目35番地16

物品

1000001556 有限会社 登別電工

代表取締役 宮川 賢吾

登別市富士町1丁目16番地15

物品

1000002141 浜辺商店

浜辺 孝幸

登別市鷲別町2丁目3番地29

物品

1000002324 Ｈａｎｄｙｓｈｏｐつじ

代表 辻 敏夫

登別市幌別町1丁目20番地67

物品

1000001414 株式会社 ビケンワーク

代表取締役 小和田 司

登別市新栄町1番地29

物品

1000001564 有限会社 福寿造園土木

代表取締役 佐々木 一男

登別市新生町4丁目50番地56

物品

1000001425 有限会社 富士工芸社 登別営業所 所長 工藤 隆行

登別市大和町2丁目27番地27

物品

1000001441 有限会社 北欧冷機工業

代表取締役 小笠原 晃

登別市登別東町2丁目15番地7

物品

1000003721 有限会社 ホクト通信

代表取締役 小野 昭徳

登別市千歳町2丁目4番地4

物品

1000001456 北海電機販売 株式会社

代表取締役 藤澤 幸作

登別市桜木町3丁目12番地3

物品

北海道日野自動車 株式会社 室蘭
1000001297
支店長 羽田 英人
支店

登別市栄町1丁目15番地5

物品

1000001478 株式会社 丸栄小笠原園芸

代表取締役 小笠原 行雄

登別市登別本町1丁目35番地16

物品

1000001520 マルセン 山本商店

山本 キミ子

登別市中央町1丁目11番地11

物品

1000001485 株式会社 丸中中田商店

代表取締役 中田 代幸

登別市栄町3丁目4番地3

物品

1000001286 マルミツ 合田商店

合田 光宏

登別市中央町4丁目3番地23

物品

1000001481 株式会社 丸勇小笠原緑化

代表取締役 小笠原 衛

登別市中登別町70番地

物品

1000001482 まるよし教材

周防 和良

登別市緑町1丁目5番地3

物品

1000001486 有限会社 水口企業

代表取締役 酒井 一吉

登別市中央町5丁目1番地1

物品

1000001502 室蘭石油 株式会社 幌別営業所

所長 赤間 宗嗣

登別市中央町2丁目16番9号

物品

1000001512 株式会社 望月製麺所

代表取締役 望月 一延

登別市新栄町1番地14

物品

1000001514 有限会社 森教材店

店長 長根 徳雄

登別市千歳町6丁目43番地3

物品

1000001518 株式会社 ヤマトマシーン

代表取締役 岩﨑 忠

登別市大和町1丁目2番地6

物品

ＵＤトラックス北海道 株式会社 室蘭
1000001382
支店長 佐藤 範明
支店

登別市大和町1丁目12番地

物品

1000001522 株式会社 吉野電気商会

登別市若山町1丁目5番地1

トヨタカローラ苫小牧 株式会社 登
別店

代表取締役 吉野 洋一
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登録番号

商号又は名称

代表者

市内【物品】
住所

物品

1000002316 株式会社 ライフサポート打越

代表取締役 打越 日出喜

登別市上鷲別町106番地705

物品

1000001880 株式会社 ワシザワ商事

代表取締役 鷲澤 正一

登別市中央町1丁目4番地6

