
業務委託【市内】

登録番号 商号又は名称 代表者 住所

3800 ㈱ＥＡＲＴＨ 代表取締役　石髙　友和 登別市富岸町3丁目51番地13

2095 ㈱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

1580 ㈱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

2956 ㈱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

1560 ㈱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

1527 磯松建設㈱ 代表取締役　磯松　豊生 登別市幌別町5丁目25番地7

1581 ㈲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

2553 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

2422 ㈱江尻建設　登別事業所 所長　江尻　義幸 登別市大和町２丁目１７番地２

2543 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

3808
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

1563 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

1576 ㈱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

1535 ㈱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

1561 ㈲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

2060 ㈲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

1529 ㈱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

1265 ㈱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

1266 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

1578 ㈱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

2560 （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

2843 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
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1547 ㈱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

1281 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

1545 ㈱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

1293 ㈲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

1568 ㈲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

1295 小中畳店 小中　史一 登別市中央町1丁目18番地4

1290 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

1571 ㈲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

1549 ㈱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

3819 ㈱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

1302 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

1317 ㈱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

2938 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

2083 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

2026 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

1901 ㈱伸栄コンサル 代表取締役　安江　一博 登別市新川町1丁目11番地6

3845 新光建設㈱ 代表取締役　寺崎　健二 登別市桜木町５丁目２０番地６

3797 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

2358 ㈲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

1526 ㈱末永電気工事 代表取締役　末永　浩明 登別市新栄町1番地61

1554 ㈲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

2468 ㈲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
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1327 ㈲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

1331 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

1537 ㈱平興業 代表取締役　平　勇喜 登別市富士町6丁目15番地1

2189 ㈱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

1538 千葉板金工業㈱ 代表取締役　千葉　満宣 登別市若山町1丁目21番地1

2887 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

3609 ＤＡＹＳ㈱ 代表取締役　井元　耕 登別市富岸町2丁目3番地13

1347 ㈲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

1566 ㈱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

1903 ㈱東測 代表取締役　千葉　茂 登別市中央町1丁目3番地5

1358 ㈱東洋興業 代表取締役　渡辺　京子 登別市新栄町1番地32

1361 ㈲登和清掃 代表取締役　村上　直人 登別市新栄町1番地41

1543 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

1368 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

2863 ㈱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

3905 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

1384 ㈲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

1323 ㈱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

1385 ㈲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

2677 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

2670 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

1410 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
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1407 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

1411 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

2456 （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

2096 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

1556 ㈲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

1550 浜田金属板金㈱ 代表取締役　濱田　一夫 登別市幌別町2丁目3番地

1540 ㈱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

2324 Ｈａｎｄｙｓｈｏｐつじ 代表　辻　敏夫 登別市幌別町1丁目20番地67

1414 ㈱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

1564 ㈲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

1425 ㈲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

1531 ㈱藤田設備工業 代表取締役　藤田　隆 登別市登別港町1丁目4番地31

1441 ㈲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

1557 ㈱北信建設 代表取締役　田崎　敏雄 登別市幌別町4丁目14番地

1572 ㈱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

3721 ㈲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

1528 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

1456 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

1297 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

2683 ㈱北海道マリンパーク 代表取締役社長　宮﨑　靖志 登別市登別東町1丁目22番地

1570 ㈲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

1900 ㈲松谷測量 代表取締役　松谷　淳司 登別市幌別町6丁目21番地1
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1478 ㈱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

1520 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

1286 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

1481 ㈱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

1482 まるよし教材 周防　和良 登別市緑町1丁目5番地3

1534 ミウラ塗装工業㈱ 代表取締役　笹口　裕二 登別市柏木町3丁目29番地2

1486 ㈲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

1548 ㈱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

1544 守屋建装㈱ 代表取締役社長　守屋　聡 登別市若山町3丁目34番地1

1542 ㈲柳重機 代表取締役　柳　順一 登別市柏木町3丁目17番地7

1530 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

1559 ㈲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

1518 ㈱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

1574 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

1382 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

1522 ㈱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

3718 ㈱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

1539 ㈱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

1880 ㈱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

1552 ㈱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

2108 ㈲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

1502 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
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2121 オートサービスとよしま 代表　豊嶋　淳 登別市幌別町4丁目8番地2

3965 名取設備 代表　名取　伸洋 登別市幌別町6丁目24番地4

3981 ㈱北捷 代表取締役　千葉　融 登別市富岸町３丁目１８番地３０

3985 ㈱オリエンタル建機 代表取締役　三塚　清孝 登別市新生町3丁目15番地6

3986 ㈲皆見産業 代表取締役　皆見　誠市 登別市富岸町３丁目４８番地５

3992 高砂コンダックス㈱ 代表取締役　石川　元 登別市登別温泉町５９番地１

3996 おみやげ舎イコロ 星野　愛美 登別市富岸町２丁目４１番地２０

3999
特定非営利活動法人　登別自然
活動支援組織　モモンガくらぶ

理事長　松原　條一 登別市鉱山町８－３

4002 ㈲イー・フロント 代表取締役　楠　三紀雄 登別市新生町１丁目１０番地２

4004 ㈱カドタ工業 代表取締役　門田　宇由 登別市富岸町３丁目４８番地１

4007 洗いクマ㈱ 代表取締役　佐藤　雄三 登別市鷲別町６丁目２５－２


