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相光日照電気㈱ 代表取締役　亀田　昌和
室蘭市東町3丁目20番1号　中田商会
東ビル

㈱アオキ 代表取締役　小塩　良志子 室蘭市中央町2丁目4番8号

㈱アクティブメディカル　室蘭
支店

支店長　三野　敬一 室蘭市中島町二丁目3番6号

㈱池田 代表取締役　太田　孝彦 室蘭市中島町2丁目12番21号

池野ラジオ店 池野　弘明 室蘭市輪西町1丁目18番3号

㈲イデア 取締役　大津　勝枝 室蘭市中島町2丁目21番10号

胆振地方石油販売業協同組
合

理事長　濱中　實
室蘭市中島町1丁目9番5号レイン
フォート中島103号

エア・ウォーター北海道㈱　室
蘭産業・医療営業所

所長　上島　拡司 室蘭市港北町1丁目2番20号

エア・ウォーター・ライフサポー
ト㈱　室蘭医療営業所

所長　植村　裕太 室蘭市港北町1丁目2番20号

㈲エイアンドワイヨシダ通信工
業

代表取締役　吉田　鉄矢 室蘭市白鳥台4丁目9番19号

㈱江尻建設 代表取締役　和田　清美 室蘭市東町5丁目17番10号

㈱エルム楽器　室蘭支店 支店長　佐野　智美 室蘭市中島町1丁目19番2号

オフィスマシン販売㈱ 代表取締役　藤谷　剛 室蘭市東町5丁目2番1号

㈱カナスチール 代表取締役　金本　功 室蘭市港南町1丁目6番11号

上口建設㈱ 代表取締役　上口　喜代志 室蘭市日の出町3丁目4番1号

㈲共明 代表取締役　鈴木　豪 室蘭市八丁平5丁目51番11号

共立産業商事㈱ 代表取締役　萩原　隆 室蘭市大沢町1丁目1番13号

㈱楠本 代表取締役　楠本　啓子 室蘭市日の出町3丁目7番1号

㈱栗林商会 代表取締役　栗林　和徳 室蘭市入江町1番地19

栗林石油㈱　室蘭支店 支店長　風林　徹 室蘭市入江町1番地19

小玉硝子トーヨー住器㈱ 代表取締役　小玉　一弘 室蘭市日の出町2丁目6番9号

㈱近藤商会　室蘭支店 支店長　中村　昭 室蘭市常磐町6番17号

佐々木機工㈱　室蘭営業所 所長　石川　忍 室蘭市東町2丁目2番19号

札幌トヨペット㈱　室蘭店 店長　伊藤　光洋 室蘭市日の出町2丁目33番12号

㈱サニクリーン北海道　室蘭
営業所

所長　武山　良晃 室蘭市中島町4丁目6番1号

ジーエムエイチ後藤被服㈱　
室蘭支店

支店長　関　昌之 室蘭市中島町4丁目5番8号

㈱常光　室蘭営業所 所長　西田　義幸 室蘭市港北町1丁目12番24

㈱松輪堂 代表取締役　稲垣　茂幸 室蘭市中島町4丁目7番23号

陣上工業㈱ 代表取締役社長　杉上　学 室蘭市仲町16番地

㈱新電機製作所 代表取締役　大林　繁 室蘭市東町1丁目29番12号

㈱菅原測量設計 代表取締役　菅原　桂子 室蘭市東町2丁目23番8号

㈱鈴木商会　室蘭事業所 室蘭事業所長　三上　敦 室蘭市東町3丁目1番10号
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㈱スズケン　室蘭支店 支店長　牧内　一馬 室蘭市宮の森町4丁目22番43号

西華産業㈱　室蘭支店 支店長　南　大介 室蘭市中島町一丁目23番18号

第一金属㈱ 代表取締役　佐藤　公哉 室蘭市東町3丁目1番5号

㈲大盛電機商会 代表取締役　菊地　清 室蘭市御前水町2丁目1番12号

大同電設㈱ 代表取締役　織田　正見 室蘭市東町2丁目25番16号

㈱竹山　室蘭支店 支店長　大西　哲哉 室蘭市日の出町2丁目1番14号

田辺商事㈱　室蘭営業所 所長　中本　淳一 室蘭市高砂町1丁目1番4号

㈱つうけんアクティブ　道南事
業部　室蘭事業所

事業所長　渡邊　周一 室蘭市築地町89番地24

都築テクノサービス㈱　北海
道支店　苫小牧営業所　室蘭

苫小牧営業所長　素川　誠 室蘭市中島町2丁目17番15号

都築電気㈱　室蘭営業所 所長　小林　克之
室蘭市中島町2丁目17番15号　第2小
がねビル

㈱テツゲン　室蘭支店 執行役員支店長　水洗　賢二 室蘭市仲町16番地

㈱東京商工リサーチ　室蘭支
店

支店長　木村　法生
室蘭市東町2丁目24番4号（石井第5ビ
ル）

道都防災設備工業㈱ 代表取締役　横田　恒次 室蘭市日の出町1丁目8番1号

道南清掃㈱ 代表取締役　齊藤　崇 室蘭市東町3丁目2番11号

トヨタエルアンドエフ札幌㈱　
室蘭営業所

所長　野田　功 室蘭市大沢町1丁目1番10号

㈱トヨタレンタリース札幌　室
蘭店

店長　松島　靖彦 室蘭市東町4丁目26

㈱ないとう本店 代表取締役　内藤　勝彦 室蘭市日の出町3丁目9番5号

㈱中田商会 代表取締役　中田　富久 室蘭市東町2丁目5番12号

㈱日光印刷 代表取締役　佐藤　俊一 室蘭市寿町2丁目3番1号

日鋼室蘭サービス㈱ 代表取締役社長　池田　智昌 室蘭市茶津町4番地

日産プリンス札幌販売㈱　室
蘭支店

店長　高木　博之 室蘭市寿町3丁目23番5号

㈱日昇堂 代表取締役　金濱　元一 室蘭市中島町1丁目18番4号

日鉄テックスエンジ㈱　室蘭支
店

執行役員支店長　坂元　武士 室蘭市仲町12番地

日本製鋼所Ｍ＆Ｅ㈱
取締役営業本部　室蘭営業部長　
山田　英之

室蘭市茶津町4番地

㈱日本防災技術センター 代表取締役　指川　司 室蘭市母恋南町4丁目73番地37

函館スズキ販売㈱　室蘭営業
所

所長　中川　博実 室蘭市中島町4丁目10番2号

菱中建設㈱　室蘭支店 執行役員支店長　林田　雅幸 室蘭市日の出町2丁目4番1号

富士建設㈱ 代表取締役　橋詰　昌明 室蘭市中央町3丁目5番13号

芙蓉㈱ 代表取締役社長　伏木　進 室蘭市本輪西町1丁目4番2号

㈲プラザ・クボ 代表取締役　久保　圭司 室蘭市中島町1丁目32番12号

㈱文成堂富士印刷 代表取締役　青柳　暁寛 室蘭市山手町2丁目7番31号

㈱ホートク 代表取締役　永　直人 室蘭市港北町5丁目103番地1
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㈱ほくやく　室蘭支店 支店長　上西　真史 室蘭市日の出町2丁目1番14号

ホシザキ北海道㈱　室蘭営業
所

所長　川西　栄輔 室蘭市東町2丁目8番7号　ＡＤビル2階

北海印刷㈱ 代表取締役　徳永　賢二 室蘭市中島町4丁目12番15号

北海産業㈱　室蘭営業所 所長　竹中　圭 室蘭市港北町1丁目1番32号

北海石油㈱ 代表取締役　野口　邦夫 室蘭市入江町1番地87

北海道いすゞ自動車㈱　室蘭
支店

支店長　小原　光夫 室蘭市寿町3丁目16番5号

北海道運搬機㈱　室蘭支店 支店長　関　浩司 室蘭市本輪西町1丁目2番4号

北海道エナジティック㈱　室蘭
支店

支店長　岡部　雅彦 室蘭市東町1丁目23番2号

北海道エネルギー㈱　道南支
店室蘭営業所

所長　引間　保彦 室蘭市港北町1丁目5番3号

北海道消防機材㈱　室蘭営業
所

所長　八木橋　大樹 室蘭市日の出町1丁目13番6号

北海道電力㈱ 執行役員道南支社長　谷口　秀治 室蘭市寿町1丁目6番25号

㈱丸石設備工業 代表取締役　谷　正一 室蘭市東町3丁目19番18号

ミドリ安全北海道㈱　室蘭営
業所

所長　中川　久志
室蘭市中島町2丁目9番11号　田中ビ
ル内

南北海道ヂーゼル工業㈱ 代表取締役社長　陣上　雅人 室蘭市寿町2丁目19番15号

美和電気工業㈱　室蘭営業所 所長　木村　昭彦 室蘭市日の出町2丁目24番8号

㈱ムトウ　室蘭支店 支店長　谷津　史朗 室蘭市中島町4丁目7番11号

室蘭海陸通運㈱ 代表取締役社長　成田　俊彦 室蘭市海岸町1丁目58番5

室蘭計量㈱ 代表取締役　井上　兼佑 室蘭市茶津町4番地　日鋼構内

室蘭ダイハツ販売㈱ 代表取締役　野口　邦夫 室蘭市寿町3丁目15番4号

室蘭ダイヤモータース㈱ 代表取締役　小熊　啓司 室蘭市日の出町3丁目4番62号

室蘭登別畳商業協同組合 理事長　平山　誠治 室蘭市幸町11番11号

室蘭ビル管理㈱ 代表取締役　安藤　則昭 室蘭市中島町3丁目2番9号

室蘭ヤクルト販売㈱ 代表取締役　宇賀　謙介 室蘭市日の出町1丁目20番13号

㈱モノリス 代表取締役社長　藤瀬　秀昭 室蘭市仲町12番地

㈱安川メカトレック　室蘭営業
所

室蘭営業所長　宍戸　正史
室蘭市寿町2丁目25番18号　グランア
ベニューⅡ

㈱山一総業 代表取締役　山口　順也 室蘭市高砂町1丁目5番8号

山田機械工業㈱　室蘭支店 支店長　渡辺　修治 室蘭市寿町3丁目18番50号

㈱ヤマツ　室蘭営業所 所長　浜中　等 室蘭市日の出町2丁目3番1号

㈱和光商会 代表取締役　本間　大介 室蘭市輪西町2丁目1番12号

函館酸素㈱　室蘭営業所 所長　小熊　美行 室蘭市祝津町1丁目7番15号


