
令和3・4年度登録業者一覧 委託業務【市内】

商号又は名称 代表者 住所

㈱ＥＡＲＴＨ 代表取締役　石髙　友和 登別市富岸町3丁目51番地13

㈱アールアンドイー 代表取締役　北山　茂一 登別市富浦町223番地1

㈱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

㈱アサヒ 代表取締役　日野　貢
登別市登別東町5丁目1番地6　ハイツ
アラジン105号

㈲市岡組 代表取締役　板垣　邦敏 登別市美園町3丁目36番地1

梅本電気管理事務所 代表　梅本　隆 登別市富岸町1丁目2番地12

エラ自動車工業㈱ 代表取締役　江良　貴志 登別市栄町2丁目10番地1

エレベーターコミュニケーショ
ンズ㈱　登別支店

営業部長　辻村　好弘 登別市中登別町218-38

オール設備㈱ 代表取締役　尾形　勝夫 登別市中央町1丁目4番地10

㈱小笠原組 代表取締役　小笠原　功治 登別市美園町5丁目24番地20

㈱小倉組 代表取締役　佐藤　千里 登別市富岸町2丁目41番地14

㈲オリエンタル産業 代表取締役　三塚　清孝 登別市新生町3丁目15番地6

㈲オリコクリーン 代表取締役　尾張　健一 登別市柏木町1丁目29番地11

㈱カナザワ 代表取締役　金澤　優 登別市中央町2丁目20番地20

㈱カナモト　登別営業所 所長　勝谷　浩生 登別市幌別町7丁目18番地32

川田自動車工業㈱ 代表取締役　川田　弘教 登別市幌別町7丁目22番地1

㈱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

（特定非営利）キウシト湿原・
登別

理事長　三澤　由比子 登別市若山町2丁目43番地24

木村電機工業㈱ 代表取締役　木村　穰 登別市幌別町3丁目9番地1

㈱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

クリーンビル開発㈱ 代表取締役　西尾　拓也 登別市千歳町2丁目10番地3

㈱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

㈲合田産業 代表取締役　合田　一正 登別市緑町3丁目30番地2

㈲ゴトウ塗装 代表取締役　後藤　保雄 登別市新川町4丁目39番地15

小中畳店 小中　史一 登別市中央町1丁目18番地4

小林興業㈱ 代表取締役　小林　祐司 登別市登別東町2丁目17番地3

㈲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

㈱佐々木組 代表取締役　佐々木　修 登別市富岸町3丁目42番地1

㈱佐忠建設 代表取締役　佐藤　忠夫 登別市若山町4丁目45番地8

三協資源㈱ 代表取締役　三浦　真彦 登別市大和町2丁目25番地1

㈱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
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清水電気管理事務所 清水　誠 登別市富岸町2丁目30番地8

住研ホーム㈱ 代表取締役　古本　明 登別市富岸町2丁目28番地16

昭和㈱　登別営業所 所長　宮城　由典 登別市中央町6丁目2番地6

新光建設㈱ 代表取締役　寺崎　健二 登別市新川町4丁目31番地7

新星警備㈱ 代表取締役　正宗　信夫 登別市富士町2丁目14番地3

㈲水道屋 代表取締役　二階堂　裕司 登別市新生町1丁目12番地2

㈲須藤工務店 代表取締役　須藤　正典 登別市新川町4丁目43番地10

㈲曹栄ロジテック 代表取締役　水上　正基 登別市千歳町2丁目12番地

㈲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

大丸㈱　室蘭出張所 所長　木村　健一 登別市新生町1丁目17番地1

㈱平興業 代表取締役　平　勇喜 登別市富士町6丁目15番地1

㈱田中ガラス 代表取締役　田中　浩幸 登別市若山町1丁目11番地2

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

ＤＡＹＳ㈱ 代表取締役　井元　耕 登別市富岸町2丁目3番地13

㈲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

㈱東亜・ソロ・リフォーム 代表取締役　森　貞吉 登別市幌別町6丁目5番地1

㈱東洋興業 代表取締役　渡辺　京子 登別市新栄町1番地32

㈲登和清掃 代表取締役　村上　直人 登別市新栄町1番地41

常盤建設㈱ 代表取締役　中川　一成 登別市中央町4丁目1番地18

トヨタカローラ苫小牧㈱　登別
店

店長　青木　薫 登別市幌別町1丁目3番地5

㈱ナガワ　登別営業所 所長　三品　宏司 登別市緑町1丁目2番地1

日鋼トラック㈱　登別営業所 部長　和泉　幸喜 登別市大和町1丁目8番地10

㈲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

㈱日昌　登別営業所 所長　大野　知道 登別市栄町4丁目27番地1

㈲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

登別温泉㈱ 代表取締役社長　栗林　和徳 登別市登別温泉町60番地

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

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

登別クリーンサービス㈱ 代表取締役　齊藤　崇 登別市新栄町1番地39

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

（訓）登別職業訓練協会 会長　尾形　勝夫 登別市青葉町42番地13
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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

㈲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

㈱林田建設 代表取締役　林田　康光 登別市鷲別町5丁目8番地8

Ｈａｎｄｙｓｈｏｐつじ 代表　辻　敏夫 登別市幌別町1丁目20番地67

㈱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

㈲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

㈲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

㈲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

㈱北信建設 代表取締役　田崎　一雄 登別市幌別町4丁目14番地

㈱北都建設 代表取締役　中塚　信 登別市桜木町3丁目3番地9

㈲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

北硫建設㈱ 代表取締役　芹川　誠明 登別市大和町2丁目19番地3

北海電機販売㈱ 代表取締役　藤澤　幸作 登別市桜木町3丁目12番地3

北海道日野自動車㈱　室蘭
支店

支店長　羽田　英人 登別市栄町1丁目15番地5

㈱北海道マリンパーク 代表取締役社長　加森　公継 登別市登別東町1丁目22番地

㈲堀江石材土木 代表取締役　堀江　浩之 登別市登別東町1丁目17番地12

㈱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

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

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

㈱丸勇小笠原緑化 代表取締役　木村　孝 登別市中登別町70番地

まるよし教材 周防　和良 登別市緑町1丁目5番地3

㈲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

㈱宮武建設 代表取締役　丸山　美穂子 登別市緑町1丁目14番地1

㈲柳重機 代表取締役　柳　順一 登別市柏木町3丁目17番地7

柳町建設㈱ 代表取締役　高田　茂徳 登別市富岸町2丁目28番地18

㈲八幡建設 代表取締役　八幡　諭 登別市片倉町3丁目11番地2

㈱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

山福福島建設㈱ 代表取締役　木村　利千子 登別市登別東町4丁目13番地5

ＵＤトラックス北海道㈱　室蘭
支店

支店長　登内　輝一 登別市大和町1丁目12番地

㈱吉野電気商会 代表取締役　吉野　洋一 登別市若山町1丁目5番地1

㈱ライフ・ガード 代表取締役　尾張　健一 登別市栄町4丁目19番地1
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㈱リフィット 代表取締役　佐久間　清司 登別市新生町4丁目23番地7

㈱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

㈱和田工務店 代表取締役社長　和田　浩一 登別市新栄町1番地18

㈲中野モータース 代表取締役　中野　貴文 登別市幌別町5丁目5番地1

室蘭石油㈱　幌別営業所 所長代理　内田　智史 登別市中央町2丁目16番9号


