
法人名 代表者氏名 郵便番号 住所

1 正会員 合同会社Homey 齋藤　学 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１８６番地６４

2 正会員 （有）赤羽商店 赤羽　満四郎 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉３６－２　　

3 正会員 （資）秋田商店 秋田　昌昭 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉５７

4 正会員 虻田自工（株） 川端　豊顕 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江３０

5 正会員 阿部電気工事（株） 阿部　博之 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１２４

6 正会員 （有）石田板金工業 石田　裕幸 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７８

7 正会員 （有）一心堂 福島　慎一 049-5611 虻田郡洞爺湖町旭町１２－９

8 正会員 （有）井上 井上　治樹 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町３７－１４

9 正会員 いぶり噴火湾漁業（協） 岩田　廣美 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江３００

10 正会員 （有）岩倉建具製作所 岩倉　利明 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江２６－３　　　　

11 正会員 （株）ＩＷＡＭＡ 岩間　賢一 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江６２

12 正会員 （有）エフピ－システム 白川　英治 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１８６－３５

13 正会員 (株)大西産業観光 栗栖　正光 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４

14 正会員 （株）大西土地開発 大西　文代 049-5601 虻田郡洞爺湖町青葉町１１１－２２

15 正会員 （有）岡田屋 岡田　耕平 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉３６

16 正会員 （株）岡部商店 岡部　悦行 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町２２

17 正会員 (株)小川商店 小川　恭之 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江８９－５

18 正会員 （有）加藤組 加藤　康浩 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町６

19 正会員 加藤建設（株） 加藤　惠藏 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江１６３－２４

20 正会員 （株）かどや商店 大塚　圭子 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７８

21 正会員 (株)カワマタ 川又　範計 049-5611 虻田郡洞爺湖町大磯町７

22 正会員 共和電設（株） 大山　勲 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町５４－１

23 正会員 （有）金城　　　　 鈴木　孝次 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉６３

24 正会員 （有）銀寿司 佐久間　晴芳 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１５３

25 正会員 （株）グリーンステイ洞爺湖 真屋　敏春 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２

26 正会員 （有）こけし堂製菓 野呂　寿幸 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町３－３３

27 正会員 (有)コバック 小林　正 049-5602 虻田郡虻田町字泉２２－１６

28 正会員 (株)小松組 出店　正照 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江１６７－１７８

29 正会員 （株）斎藤左官工業所 岩澤　克彦 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７８

30 正会員 （有）斎藤設備工業 斎藤　晶隆 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１８７
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31 正会員 雑誌ボルカノ社（株） 大久保　和幸 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉町１０５

32 正会員 佐藤水産（株） 佐藤　悦章 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町７

33 正会員 （有）三葉舗装工業所 石田　希 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江６４－７７

34 正会員 (有)志賀商会 志賀　辰彦 049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町１１８

35 正会員 社会医療法人　慈恵会 上原　総一郎 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町３７

36 正会員 （株）柴田屋 柴田　賀生 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉４５

37 正会員 (株)重建能登組 澁木　勉 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町１６６

38 正会員 （有）スペース２７ 佐藤　正記 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町１１１－２

39 正会員 （宗）大真寺 村上　僚男 049-5616 虻田郡洞爺湖町三豊６－２

40 正会員 （有）大平堂 大平　隆盛 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４－８１

41 正会員 高清水建設(株) 三好　健一 049-5603 虻田郡虻田町字入江１６２－３

42 正会員 高梨重機工業(株) 髙梨　伸一　 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江３５－１６

43 正会員 (株)高橋建設 高橋　哲也 049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町３７

44 正会員 （有）高橋石油 市川　友義 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町６

45 正会員 （有）たまや 多田　康之 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町１９８

46 正会員 伝建設(株) 傳　哲也 049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町４１４

47 正会員 道南観光写真（株） 国分　良博 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７８

48 正会員 道南重建工業（株） 澁木　勉 049-5602 虻田郡洞爺湖町高砂町１６６

49 正会員 (有)洞爺運輸 木谷　和久 049-5802 虻田郡洞爺湖町大原２２１－４

50 正会員 (社)洞爺湖温泉観光協会 大西　英生 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉町１４２

51 正会員 （株）洞爺湖温泉観光ホテル 三浦　和則 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉３３

52 正会員 洞爺湖温泉利用（協） 若狭　洋市 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７８－３８６

53 正会員 洞爺湖汽船(株) 大西　英生 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉２７

54 正会員 洞爺塗装工業（株） 渡辺　隆宣 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町３２－３３

55 正会員 （株）富山商店 富山　むつ子 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉６５

56 正会員 （有）中野電機工務店 中野　英敏 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町２０７－５

57 正会員 （有）中村建具製作所 中村　修 049-5613 虻田郡洞爺湖町清水７

58 正会員 日鉄鉱道南興発（株） 下村　正幸 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江６４－３

59 正会員 日都商事（株） 石原　美千子 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町２０４

60 正会員 橋本建設(株) 橋本　志津男 049-5802 虻田郡洞爺湖町洞爺町５６－５
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61 正会員 (株)ヒロセ配管設備 廣瀬　聖吾 049-5605 虻田郡虻田町字高砂町３７－６２

62 正会員 (有)フィ－ル 横山　節子 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉４－１７

63 正会員 （株）福岡電設 福岡　隆 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江１９０－１２１

64 正会員 （有）福島漁業 福島　浩二 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町８８

65 正会員 （株）藤兼金物店 藤兼　義祐 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉９１

66 正会員 （宗）法蔵寺 木村　祐賢 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町２０４

67 正会員 （有）豐来軒 秋田　豐司 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉５９－２　

68 正会員 北営建設工業（株） 高梨　伸一 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江３５－１６

69 正会員 （有）北辰商事 三谷　史憲 049-5721 虻田郡洞爺湖町入江１７１－７１

70 正会員 （株）北海道丸善洞爺 大久保　和昭 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江３８

71 正会員 （株）北海ホテル 篠原　功 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４７

72 正会員 ホッコー建設運輸(株) 高橋　啓三 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江６４－１９

73 正会員 （有）松崎精肉店 松崎　祐治 049-5611 虻田郡洞爺湖町入江２００

74 正会員 （株）万世閣 浜野　清正 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１３

75 正会員 （医）峰村内科クリニック 峰村　昭彦 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江５１－１７

76 正会員 （株）宮田書店 宮田　純 049-5615 虻田郡洞爺湖町本町４５

77 正会員 （有）宮藤建設 斉藤　桂祐 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江１９０－１９３

78 正会員 （有）室田自動車整備工場 室田　欣弘 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４４

79 正会員 （株）銘菓司くまや 川越　和彦 049-5611 虻田郡洞爺湖町旭町２

80 正会員 (有)大和設備 大和　正克 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江１７５－１０４

81 正会員 （有）山本薬局 山本　光良 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江５１－２１

82 正会員 (有)羊蹄食品 中居　敏 049-5605 虻田郡洞爺湖町高砂町２５

83 正会員 リフォーム成田（株） 三橋　憲二 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉７８－３６１

84 正会員 （宗）亮昌寺 笠谷　覚真 049-5613 虻田郡洞爺湖町清水４１

85 正会員 （有）レークヒル牧場 塩野谷　幸一 049-5724 虻田郡洞爺湖町花和１３０　　　

86 正会員 （株）わかさいも本舗 若狭　健司 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１０８－１

87 賛助会員 企業組合　あぷた 福島　浩二 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江84-2

88 賛助会員 かわなみ物産（株） 川南　明則 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉３６

89 賛助会員 (株)道南農機 武井和夫 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江１７５－２４

90 賛助会員 （株）洞爺給油センター 朝倉　英隆 049-5721 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉５３
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