
法人名 代表者氏名 郵便番号 住所

1 正会員 ＥＮＥＯＳバイオマスパワー室蘭合同会社 青井　伸夫 050-0063 室蘭市港北町１－３－１

2 正会員 相光日照電気(株) 亀田　昌和 050-0083
室蘭市東町３－２０－１
中田商会東ビル ２Ｆ

3 正会員 （株）アイスジャパン 松岡　正昭 050-0074 室蘭市中島町４－９－２８

4 正会員 (有)アイワ柴田工業 柴田　仁 050-0052 室蘭市香川町３７－２１

5 正会員 (有)アウルス 梅本　昌利 051-0023 室蘭市入江町１－１２

6 正会員 （株）葵興産 山下　道生 051-0036 室蘭市祝津町１－１２８

7 正会員 （株）アオキ 小塩　良志子 051-0011 室蘭市中央町２－４－８

8 正会員 アオキ製作（株） 青木　誠一 050-0083 室蘭市東町３－１－２

9 正会員 (株)青野設備 青野　智 050-0083 室蘭市東町３－７－１２

10 正会員 (株)アサヒ建設 古川　孝明 050-0083 室蘭市東町５－２４－１４

11 正会員 （有）安達精肉店 安達　充高 051-0015 室蘭市本町２－６－３

12 正会員 （有）アネザキ衣料品店 姉崎　修 050-0054 室蘭市白鳥台５－１－４

13 正会員 （株）阿部保温工業所 阿部　省三 050-0076 室蘭市知利別町３－５－１８

14 正会員 （株）アメリカンファム 布施　耕二 050-0081 室蘭市日の出町１－１４－８

15 正会員 （株）荒井商店 荒井　孝亘 050-0085 室蘭市輪西町２－６－７

16 正会員 (株)アルファマ－ト 小林　秀樹 051-0004 室蘭市母恋北町２－２－１

17 正会員 安全資材（株） 神谷　芳雄 050-0085 室蘭市輪西町１－３５－１５

18 正会員 （株）井内鉄工 井内　福光 051-0036 室蘭市祝津町２－２６－２４

19 正会員 （有）生田地所 生田　長治 050-0082 室蘭市寿町１－１７－９

20 正会員 (株)いしい商事 石井　友子 050-0083 室蘭市東町２－２１－１２　石井第一ビル １Ｆ

21 正会員 （株）石井木材店 石井　隆久 051-0011 室蘭市中央町３－３－６

22 正会員 （有）石尾商店 石尾　政義 050-0081 室蘭市日の出町２－９－３

23 正会員 石原建設（株） 石原　一人 050-0073 室蘭市宮の森町４－２２－２５

24 正会員 （有）石原質店 石原　徳雄 050-0074 室蘭市中島町３－２０－５

25 正会員 （有）井田鉄工 井田　太造 050-0074 室蘭市中島町４－１３－７

26 正会員 （有）板前料理いちはら 市原　正雄 050-0074 室蘭市中島町３－２８－１７

27 正会員 （有）一平舎　　　 石塚　千津　 050-0074 室蘭市中島町１－１７－２

28 正会員 （株）伊藤工業 伊藤　豊次郎 050-0063 室蘭市港北町３－３－１５

29 正会員 （医）いな川こどもクリニック 稲川　昭 050-0082 室蘭市寿町１－５－１４

30 正会員 胆振地方石油販売業　協同組合 濱中　實 050-0074
室蘭市中島町１－９－５
レインフォート中島103

31 正会員 (有)今井組工業 今井　武夫 051-0036 室蘭市祝津町1-5-28

32 正会員 （有）ウエノ 上野　雅博 051-0011 室蘭市中央町３－６－５（くれせんと内）

33 正会員 (株)宇佐美建設 宇佐美　慎一 050-0073 室蘭市宮の森町４－２－２１Ｕビル　２Ｆ

34 正会員 （株）内池建設 内池　秀敏 050-0065 室蘭市本輪西町１－５－１０

35 正会員 （有）内山アニマルケアシステム 中野　達雄 051-0012 室蘭市山手町１－３－１０

36 正会員 （株）鱗魚問屋 山村　圭吾 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１
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37 正会員 (有)エイ・アイ・イートレーディング 秋葉　隆志 050-0083 室蘭市東町２－２２－１０　ビライーストタワー　1F

38 正会員 (有)営繕総合サ－ビス　 中野　武芳 051-0015 室蘭市本町２－７－７

39 正会員 栄和建設（株） 佐藤　隆夫 050-0085 室蘭市輪西町２－７－１３

40 正会員 （株）江尻建設 和田　清美 050-0083 室蘭市東町５－１７－１０

41 正会員 (有)エ－スワンライフプラニングサ－ビス 阿相　威三郎 050-0076 室蘭市知利別町２－７－２

42 正会員 （株）エヌイーティ 新岡　雄 050-0074 室蘭市中島町４－１－１９

43 正会員 （株）江良自動車整備工場 江良　貴志 050-0085 室蘭市輪西町２－２６－１

44 正会員 (株)エルム楽器　　　　　　　 小鷹　信夫 050-0074 室蘭市中島町１－１９－２

45 正会員 （株）エンルムマリ－ナ室蘭 寺島　孝征 051-0035 室蘭市絵鞆町４－２－１４

46 正会員 (株)及川測量 及川　力 050-0081 室蘭市日の出町１－２０－２

47 正会員 （株）オイルサービス 木村　雅人 050-0087 室蘭市仲町１２

48 正会員 応用設計（株） 横井　俊二 050-0081 室蘭市日の出町１－１３－６　深田ビル内

49 正会員 大内建設（株） 森本　靖 050-0074 室蘭市中島町３－４０－１３

50 正会員 （医）医修会　大川原脳神経外科病院 大川原　淳 050-0082 室蘭市寿町１－１０－１

51 正会員 （株）大久保電気工事 大久保　淳 050-0076 室蘭市知利別町２－１－１７

52 正会員 （有）大澤室内工芸 大沢　緑朗 051-0011 室蘭市中央町２－８－４

53 正会員 （有）太田写真商会 和田　武 050-0072 室蘭市高砂町１－４９－２２

54 正会員 （株）大友設備 大友　歩美 050-0076 室蘭市知利別町２－１－４

55 正会員 おおとり電化センター（株） 藤原　操 051-0027 室蘭市沢町３－２

56 正会員 （有）大脇 大脇　大輔 051-0033 室蘭市小橋内町１－２２－６

57 正会員 (株)小笠原組 小笠原　功治 059-0036 登別市美園町５－２４－２０

58 正会員 小川工業（株） 小川　和満 051-0004 室蘭市母恋北町１－２－５

59 正会員 （有）小田桐青果 小田桐　正義 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１

60 正会員 （有）オリエント工業 濱野　仁麗 050-0087 室蘭市仲町１２

61 正会員 （有）郁商事 山口　次郎 050-0073 室蘭市宮の森町１－１０－４

62 正会員 （有）賀川タイヤ商会 賀川　司 051-0033 室蘭市小橋内町１－１２－５

63 正会員 (有)カシワギ 柏木　レイ子 059-0036 登別市美園町４－１７－５

64 正会員 (有)一輝工業 飯田　貞夫 051-0031 室蘭市築地町１３９

65 正会員 （有）金内鮮魚店 金内　澄一 050-0081 室蘭市日の出町２-４-１７　日の出町共同売場内

66 正会員 (株)カナスチ－ル 金本　功 051-0032 室蘭市港南町１－６－１１

67 正会員 （有）金浜保険事務所 金浜　善孝 050-0074 室蘭市中島町１－１６－１０

68 正会員 （有）かねき商事 森末　清 050-0077 室蘭市天神町２２－４

69 正会員 （株）カネサン佐藤水産 佐藤　有一 050-0083 室蘭市東町３－３１－１

70 正会員 （有）かねひろ産業 高木　廣志 050-0064 室蘭市柏木町２６－１４

71 正会員 （有）カネモリ　徳満水産 徳満　愛正 051-0016 室蘭市幸町１０－２

72 正会員 （有）釜田工業 釜田　英二 050-0085 室蘭市輪西町１－２６－７
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73 正会員 神尾建設(株) 神尾　寿夫 050-0074 室蘭市中島町２－１３－４

74 正会員 （医）神島整形外科医院 神島　博之 050-0083 室蘭市東町２－２２－６

75 正会員 亀岡塗装（株） 亀岡　富信 051-0015 室蘭市栄町２－４－１

76 正会員 （株）カリタ 苅田　芳夫 051-0036 室蘭市祝津町４－４－６

77 正会員 (株)菅野塗装 菅野　胤仙 050-0061 室蘭市八丁平４－３３－４

78 正会員 (宗)願隆寺 水口　大縁 051-0002 室蘭市御前水町１－１１－９

79 正会員 (有)喜井電設 喜井　勝利 050-0063 室蘭市港北町１－１０－８

80 正会員 (有)キクヤ不動産 日浅　健 050-0085 室蘭市輪西町１－３２－６

81 正会員 技研シ－ル工業(株) 村田　渉 050-0071 室蘭市水元町４５－２

82 正会員 (有)紀元塗装 倉兼　直樹 050-0081 室蘭市日の出町２－３５－６

83 正会員 (株)きたがわ 北川　浩一 051-0002 室蘭市御前水町２－１－８

84 正会員 北二商事（株） 古川　邵 050-0085 室蘭市輪西町１－３２－１３

85 正会員 (有)北日本エンジニアリング 武田　稔 050-0054 室蘭市白鳥台４－８－１８

86 正会員 北日本産業(株) 酒井　誉介 050-0074 室蘭市中島町４－７－１４

87 正会員 (有)北日本丸文建設 棟方　修二 051-0036 室蘭市祝津町３－７－１

88 正会員 (有)きたばやし 北林　宏祥 050-0065 室蘭市本輪西町１－６－１３

89 正会員 汽笛商事(株) 熊谷　軍治 050-0083 室蘭市東町４－１９－１

90 正会員 （株）木藤鋼業 木藤康夫 051-0006 室蘭市茶津町４

91 正会員 木下建設（株） 丸子　誠 050-0082 室蘭市寿町２－６－４

92 正会員 （有）公田鉄工所 公田　安信 051-0001 室蘭市御崎町２－９－５

93 正会員 （有）木村宅建サ－ビス 木村　誠志 050-0074 室蘭市中島町２－８－１

94 正会員 (株)キメラ 藤井　徹也 050-0052 室蘭市香川町２４－１６

95 正会員 （株）協栄商事 岩佐　吉和 051-0011 室蘭市中央町３－７－１６

96 正会員 （有）共星堂 松﨑　恵子 051-0011 室蘭市中央町１－３－１５

97 正会員 共成土木（株） 中村　嘉孝 051-0011 室蘭市中央町２－８－２１

98 正会員 (株)協同鋼管 遠藤　勝也 051-0036 室蘭市祝津町２－４－１

99 正会員 共同炭酸（株） 曽我部　康 050-0065 室蘭市本輪西町１－１－７

100 正会員 共立産業商事（株） 萩原　隆 050-0086 室蘭市大沢町１－１－１３

101 正会員 （有）協和石材 古川　直之 050-0082 室蘭市寿町２－１１－９

102 正会員 (有)協和電設 伊藤　肇 050-0061 室蘭市八丁平３－１４－１５

103 正会員 極東船舶企業（株） 澤田　邦夫 051-0021 室蘭市緑町３－３

104 正会員 （株）極東総開 陣上　雅人 050-0087 室蘭市仲町１６

105 正会員 (有)希和建設 濱萩　昭也 059-0026 登別市若山町４－４７－５

106 正会員 （株）楠本　　 楠本　啓子 050-0081 室蘭市日の出町３－７－１

107 正会員 （有）久保田鉄工 久保田　幸司 051-0035 室蘭市絵鞆町２－１７－６

108 正会員 久保統業（株） 久保　守市 050-0074 室蘭市中島町２－５－８

3



法人名 代表者氏名 郵便番号 住所

室蘭地区会員名簿（令和3年3月31日現在：五十音順）

109 正会員 （有）熊谷解体工業 伊藤　寛司 050-0083 室蘭市東町５－１５－７

110 正会員 （有）クラウン商会　 清野　覚 050-0074 室蘭市中島町３－２８－３１

111 正会員 (有)グランディ－ル 内池　秀樹 050-0074 室蘭市中島町３－２７－５

112 正会員 （医）栗林眼科医院 栗林　博子 050-0082 室蘭市寿町１－１－１９

113 正会員 栗林機工（株） 栗林　和徳 050-0082 室蘭市寿町３－４－２

114 正会員 (株)栗林商会 栗林　和徳 051-0023 室蘭市入江町１－１９

115 正会員 栗林石油(株) 児玉　英伸 051-0023 室蘭市入江町１－１９　栗林ビル

116 正会員 栗林不動産（株） 栗林　和徳 051-0023 室蘭市入江町１－１９

117 正会員 グリンデパート（協） 北川　浩一 050-0074 室蘭市中島町１－２１－４

118 正会員 くるま情報(株) 遠藤　稔夫 050-0061 室蘭市八丁平４－３０－１９

119 正会員 (株)くるまや室蘭 藤原　雅充 050-0082 室蘭市寿町２－１７－２

120 正会員 (有)クロダ工務店 黒田　法行 051-0033 室蘭市小橋内町１－１２－２

121 正会員 (株)計画技術 丹羽　敏彦 051-0033 室蘭市小橋内町１-３０-１２　長崎様方

122 正会員 （宗）皓聖寺 東海林　宏匡 050-0065 室蘭市本輪西町２－１０－１１

123 正会員 (有)興伸工機 工藤　一人 050-0083 室蘭市東町３－８－４

124 正会員 興信サービス（株） 木村　秀樹 050-0083 室蘭市東町２－２４－１３

125 正会員 幌清（株） 菊地　伸太郎 050-0087 室蘭市仲町１２

126 正会員 (有)光盛機工 荒関　美洋 050-0065 室蘭市本輪西町５－１０－２４

127 正会員 (株)光星電業 沼澤　　功仁 051-0004 室蘭市母恋南町５－１－１０

128 正会員 （宗）光傳寺 広瀬　恵祐 050-0063 室蘭市港北町４－１２－５

129 正会員 （株）耕電設 千葉　昌子 050-0074 室蘭市中島町４－１７－３３

130 正会員 （宗）広徳寺 西﨑　習一 050-0084 室蘭市みゆき町１－６－５

131 正会員 （有）孝武建設 笹谷　孝男 050-0072 室蘭市高砂町２－８－９

132 正会員 （有）港北工業 三浦　則次 050-0061 室蘭市八丁平４－３０－６

133 正会員 （有）江和機械工業 柳谷　義紀 050-0083 室蘭市東町３－７－９

134 正会員 光和技研(株) 吉木　琢爾 050-0084 室蘭市みゆき町２－１３－１７

135 正会員 コーセイ産業（株） 菊地　伸夫 050-0085 室蘭市輪西町１－１９－４

136 正会員 黄金運輸（株） 渡辺　誠 050-0083 室蘭市東町３－２－２１

137 正会員 （医）五紀会室蘭太平洋病院 伊藤　真義 050-0054 室蘭市白鳥台５－１９－２

138 正会員 五嶋金属工業（株） 五嶋　了 050-0083 室蘭市東町３－３１－４

139 正会員 互進自動車工業（株） 尾崎　健長 050-0082 室蘭市寿町１－１３－１

140 正会員 （有）コスモ・リュウ・エンタープライズ 佐藤　隆悦 050-0072 室蘭市高砂町３－１７－６

141 正会員 (有)コ－セ－プランニング 東海林　克夫 059-0034 登別市鷲別町５－１－４３

142 正会員 小玉硝子ト－ヨ－住器(株) 小玉　忠弘 050-0081 室蘭市日の出町２－６－９

143 正会員 (株)後藤田総業 後藤田　文子 051-0003 室蘭市母恋南町２－１０－１

144 正会員 （有）寿コンタクトレンズ 栗林　昌平 050-0082 室蘭市寿町１－１－１９
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145 正会員 NPO法人　こどもの森幼保園 森　貞子 050-0085 室蘭市輪西町１－２９－５

146 正会員 （有）琴寄工業 琴寄　富雄 050-0085 室蘭市輪西町２－６－１６

147 正会員 （有）コヌマガラス 渡邊　裕晃 050-0081 室蘭市日の出町１－２－３

148 正会員 小林架設工業（株） 小林　正人 050-0083 室蘭市東町１－１７－１９

149 正会員 (有)小林機械工業 小林　健一 050-0083 室蘭市東町３－２－３

150 正会員 （有）小林建具製作所 吉田　富美夫 051-0015 室蘭市栄町１－３－１３

151 正会員 （株）こまつ 小松　克之 050-0074 室蘭市中島町１－３３－２

152 正会員 （有）コムリンクス 高橋　タネ子 050-0083 室蘭市東町２－２１－１２　石井第一ビル

153 正会員 （株）今野新聞店 今野　慶太 050-0082 室蘭市寿町２－１７－１４

154 正会員 （株）今野鉄工所 今野　五郎 050-0063 室蘭市港北町１－２５－３３

155 正会員 （有）佐伯工業所 佐伯　國広 051-0033 室蘭市小橋内町２－１０－１６

156 正会員 （宗）西興寺 村本　道雄 050-0065 室蘭市本輪西町２－１６－１２

157 正会員 (宗)西乗寺 西　泰秀 050-0084 室蘭市みゆき町２－８－５

158 正会員 （医）斉藤外科医院 斉藤　修弥 051-0011 室蘭市中央町２－７－１７

159 正会員 （有）さい藤呉服店 斉藤　弘毅 050-0074 室蘭市中島町１－３８－１０

160 正会員 （株）坂田組 楢山　直 050-0087 室蘭市仲町１２

161 正会員 （有）坂田工業 坂田　眞浩 050-0054 室蘭市白鳥台２－４９－１

162 正会員 （株）サクライ 桜井　茂 050-0074 室蘭市中島町３－１３－１４

163 正会員 （有）酒本商店 酒本　久也 051-0036 室蘭市祝津町２－１３－７

164 正会員 佐々木機工㈱ 鈴木　俊光 050-0083 室蘭市東町２－２－１９

165 正会員 （有）佐々木生花店 佐々木　健治 050-0085 室蘭市輪西町２－１０－９

166 正会員 佐々木塗装工業（株） 佐々木　竹寿 050-0082 室蘭市寿町１－１２－１２

167 正会員 （有）佐藤特殊熔接工業 佐藤　トシ子 050-0054 室蘭市白鳥台４－３８－４

168 正会員 （有）沢口燃料 澤口　幸政 050-0073 室蘭市宮の森町４－４－１４

169 正会員 （有）沢田商店 沢田　栄次郎 051-0036 室蘭市祝津町３－１４－８

170 正会員 (株)三愛興産 國田　雅弘 050-0081 室蘭市日の出町１－２－１２　國田雅弘様 方

171 正会員 三栄設備（株） 村田　捷 050-0083 室蘭市東町１－６－３０

172 正会員 三協清掃(株) 佐藤　浩司 050-0081 室蘭市日の出町２－１８－２

173 正会員 (株)三恵 河澄　邦和 050-0074 室蘭市中島町２－２６－１１

174 正会員 （有）三幸商店 高桑　和子 051-0036 室蘭市祝津町２－８－７

175 正会員 三昌商事（株） 関澤　宏之 051-0004 室蘭市母恋北町２－７－８

176 正会員 (有)さんぱい 藤本　誠司 050-0081 室蘭市日の出町３－３－３

177 正会員 （有）三友機工 赤塚　忠一 050-0083 室蘭市東町１－５－２０

178 正会員 (有)三陽商産 小林　法夫 050-0063 室蘭市港北町２－６－６

179 正会員 (株)三冷設備工業 庄司　正幸 050-0074 室蘭市中島町２－９－１０

180 正会員 （株）三和 大平　則夫 051-0013 室蘭市舟見町１－４－３
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181 正会員 三和商事（株） 沢村　博行 050-0074 室蘭市中島町４－１７－１９

182 正会員 三和鉄工（株） 佐藤　方晴 051-0033 室蘭市小橋内町１－９－１８

183 正会員 （有）ジー企画 新妻　貢 050-0074 室蘭市中島町３－２０－１

184 正会員 （株）七光商会 本間　章一 050-0082 室蘭市寿町２－１６－１６

185 正会員 (株)四ノ宮金属工業 四ノ宮　英紀 050-0083 室蘭市東町５－６－８

186 正会員 （株）シノヤマ観光自動車 篠山　剛 050-0073 室蘭市宮の森町４－２３－１

187 正会員 （株）島下工業 島下　幸治 050-0083 室蘭市東町４－１３－１

188 正会員 （有）清水工機 清水　寛 051-0034 室蘭市増市町１－７－４

189 正会員 (株)〆一藤田商店 藤田　圭祐 051-0025 室蘭市常盤町３－４

190 正会員 （株）下国測量 下国　精一 050-0081 室蘭市日の出町１－１２－１２

191 正会員 （有）祝津工業 羽立　順悦 051-0036 室蘭市祝津町３－５－４

192 正会員 （株）樹梨絵 井澤　久司 051-0011 室蘭市中央町１－２－２２

193 正会員 （有）昭栄 宮澤　智考 059-0034 登別市鷲別町６－３６－１　栄和鋼業（株）内

194 正会員 （有）正源商店 正源　圭子 050-0054 室蘭市白鳥台１－３３－９

195 正会員 （宗）勝光寺 土山　晃 051-0004 室蘭市母恋北町１－７－２０

196 正会員 （株）松輪堂 稲垣　茂幸 050-0074 室蘭市中島町４－７－２３

197 正会員 昭和建設(株) 有田　克則 051-0006 室蘭市茶津町２－３

198 正会員 昭和産業(株) 石川　政美 059-0025 登別市大和町１－２－１６

199 正会員 (株)白井商会 栗林　和徳 051-0023 室蘭市入江町１－１９

200 正会員 （有）白戸建設 白戸　浩三 059-0032 登別市新生町１－１４－１１

201 正会員 （株）白ばらクリーニング店 米田　正徳 051-0002 室蘭市御前水町１－６－３３

202 正会員 (株)新栄産業 国岡　浩一 050-0082 室蘭市寿町１－１－1５

203 正会員 陣上工業(株) 杉上　学 050-0087 室蘭市仲町１６

204 正会員 新成塗装（株） 二瓶　亮 050-0085 室蘭市輪西町１－２－４

205 正会員 (株)新電機製作所 鈴木　勝春 050-0083 室蘭市東町１－２９－１２

206 正会員 新和建設（株） 天沼　礼二 050-0073 室蘭市宮の森町１－９－８

207 正会員 新和産業(株) 内山　道 050-0087 室蘭市仲町１２

208 正会員 (株)菅原測量設計 菅原　桂子 050-0083 室蘭市東町２－２３－８

209 正会員 (資)杉田商事 及川　　隆 053-0035 苫小牧市字高丘２８－３６

210 正会員 （有）スズキコンサルタント工業 鈴木　松明 051-0003 室蘭市母恋南町３－１９－６

211 正会員 （株）鈴木自動車整備工場 鈴木　隆 050-0083 室蘭市東町３－１９－１３

212 正会員 （有）鈴木新聞販売 鈴木　弘 051-0015 室蘭市本町１－６－７

213 正会員 (有)須藤自動車工業 須藤　忠義 050-0074 室蘭市中島町４－５－１８

214 正会員 (株)住まいのウチイケ 内池　秀光 050-0061
室蘭市八丁平５－４４－５
八丁平モデルハウス右横

215 正会員 （有）住吉自動車 住吉　宏隆 050-0082 室蘭市寿町３－２－１９

216 正会員 （有）セクマ 萩　淳子 051-0023 室蘭市入江町１－６３
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217 正会員 （株）セブン 栗林　宏吉 051-0023 室蘭市入江町１－１９

218 正会員 (宗)善行寺 飯島　英徳 050-0086 室蘭市大沢町２－１－１０

219 正会員 （株）創営社 三島　康範 051-0022 室蘭市海岸町２－３－１９　

220 正会員 創栄設備工業（株） 高橋　定良 050-0081 室蘭市日の出町１－５－４

221 正会員 (株)創芸社 樫山　弘司 050-0074 室蘭市知利別町2-2-13

222 正会員 (株)総合産業 栗城　春喜 050-0055 室蘭市崎守町３８７－１１

223 正会員 総合事務機（株） 西條　隆 050-0083 室蘭市東町２－２３－１１

224 正会員 (有)相互塗装 佐藤　一利 050-0071 室蘭市水元町２０－１０

225 正会員 創成電機工業（株） 松島　史郎 050-0076 室蘭市知利別町２－１４－５

226 正会員 （株）創和 栗橋　健夫 050-0071 室蘭市水元町６－３

227 正会員 (株)ソームシステム 丹波　徹人 050-0081 室蘭市日の出町２－１０－１２

228 正会員 （宗）即證寺 酒井　了 050-0065 室蘭市本輪西町３－３０－１１

229 正会員 （宗）大安寺 岡部　寛道 050-0065 室蘭市本輪西町５－４－１２

230 正会員 第一金属(株) 佐藤　公哉 050-0083 室蘭市東町３－１－５

231 正会員 （株）第一熱処理室蘭 曽根　光彰 050-0087 室蘭市仲町１２

232 正会員 大基建設（株） 戸澤　廣 050-0074 室蘭市中島町３－８－１２

233 正会員 （宗）大正寺 松尾　法幸 051-0027 室蘭市沢町２－６

234 正会員 大伸電設（株） 宮本　朋行 050-0073 室蘭市宮の森町４－２２－３８

235 正会員 （有）大盛工事 沼田　幸敏 050-0074 室蘭市中島町４－１４－５

236 正会員 （有）大盛電機商会 菊地　清 051-0002 室蘭市御前水町２－１－１２

237 正会員 （株）大誠電機 能山　猛 051-0031 室蘭市築地町８９－２５

238 正会員 ダイセイ電気計装(株) 大西　省吾 050-0061 室蘭市八丁平５－３３－１

239 正会員 大東海運(株) 川端　英樹 051-0022 室蘭市海岸町１無番地

240 正会員 大同電設(株) 織田　正見 050-0083 室蘭市東町２－２５－１６

241 正会員 太平電気（株） 松見　哲也 051-0002 室蘭市御前水町１－６－３０

242 正会員 （株）太陽住宅建設 佐藤　利幸 050-0064 室蘭市柏木町４－３　　　　

243 正会員 大和電機（株） 村上　功 050-0081 室蘭市日の出町１－１６－８

244 正会員 （有）ダイワ冷設工業 大西　眞弓 050-0081 室蘭市日の出町１－３－９

245 正会員 （有）高井石材店 高井　政史 051-0035 室蘭市絵鞆町１－９－６

246 正会員 (株)高木工業 高木　達郎 051-0006 室蘭市茶津町４日鋼構内　　　

247 正会員 （有）高桑自動車サービスセンター 高桑　幸雄 050-0067 室蘭市陣屋町４－１－５

248 正会員 高橋衛生工業（株） 高橋　邦夫 050-0076 室蘭市知利別町２－８－１５

249 正会員 (株)高橋管工舎 高橋　哲夫 051-0003 室蘭市母恋南町４－７３－３７

250 正会員 (有)高橋建設 高橋　芳朗 051-0022 室蘭市海岸町３－１０－９

251 正会員 高橋清掃（株） 高橋　邦夫 050-0076 室蘭市知利別町２－８－１５

252 正会員 （有）高橋板金工業 高橋　伸明 050-0063 室蘭市港北町１－１１－７
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253 正会員 （株）田上組 田上　一博 051-0001 室蘭市御崎町２－１３－９

254 正会員 （株）タカヤナギ 高柳　知充 051-0031 室蘭市築地町１２３－１

255 正会員 (株)武田公益社 武田　亮二 051-0015 室蘭市本町１－１－１５

256 正会員 (株)タケミフ－ド・ビジネス 竹林　美三男 051-0011 室蘭市中央町２－７－１３

257 正会員 （医）多田歯科医院 多田　和央 051-0011 室蘭市中央町３－４－１３

258 正会員 (株)多田薬局本店 多田　昌央 051-0011 室蘭市中央町３－４－１４

259 正会員 樹産業（株） 宮古　英樹 051-0024 室蘭市幕西町９－１９

260 正会員 （有）達下工務店 達下　千利 051-0003 室蘭市母恋南町５－１４－１０

261 正会員 （株）田中ガラス 荒本　公昭 059-0026 登別市若山町１－１１－２

262 正会員 (有)田中企画 田中　久夫 051-0004 室蘭市母恋北町２－１－５

263 正会員 （有）谷藤商事 谷藤　豊 050-0073 室蘭市宮の森町４－５－１１

264 正会員 （株）田渕建設 小林　久人 050-0072 室蘭市高砂町１－４６－１２

265 正会員 （株）中央工業 佐藤　孝 051-0003 室蘭市母恋南町２－２４－９

266 正会員 （有）ツケダ薬局 附田　英伸 050-0074 室蘭市中島町３－７－１１

267 正会員 津田建設(株) 津田　典彦 050-0081 室蘭市日の出町２－７－２

268 正会員 （株）つつみ 堤　勝 050-0076 室蘭市知利別町３－１０－３

269 正会員 (有)釣谷工業 釣谷　勝治 051-0035 室蘭市絵鞆町２－５－１０

270 正会員 ティ・イー・シー(株) 野村　孝義 051-0031 室蘭市築地町１４７－１７

271 正会員 （株）テイエス 戸澤　廣 050-0074 室蘭市中島町３－８－１２

272 正会員 （有）寺本機械工業 寺本　好弥 050-0074 室蘭市中島町４－１７－２１

273 正会員 (有)電材運輸 上村　幸広 050-0086 室蘭市大沢町１－２－８

274 正会員 （株）電材重機 上村　　幸広 050-0086 室蘭市大沢町１－２－８

275 正会員 （宗）天神山清龍寺 相原　安子 050-0077 室蘭市天神町１９－２５

276 正会員 （有）東亜工業 青野　貴浩 050-0055 室蘭市崎守町３８７－１９

277 正会員 （有）道英エンジニアリング 佐藤　年昭 050-0072 室蘭市高砂町４－１５－４

278 正会員 東海建設(株) 中田　孔幸 050-0072 室蘭市高砂町４－１４－１６

279 正会員 東海商事（株） 中田　久美子 050-0072 室蘭市高砂町４－１４－１６

280 正会員 （有）東京機工動力 中村　一良 050-0086 室蘭市大沢町３－４－２

281 正会員 （株）同潤社 一橋　冨士夫 050-0076 室蘭市知利別町３－１１－４

282 正会員 （有）東匠建設 稲村　匠造 050-0081 室蘭市日の出町３－１３－３４

283 正会員 道都防災設備工業（株） 横田　恒次 050-0081 室蘭市日の出町１－８－１

284 正会員 (有)道南管工事 武藤　孝司 050-0054 室蘭市白鳥台４－８－４

285 正会員 (有)道南クリーニング 今　隆幸 050-0082 室蘭市寿町２－１３－３

286 正会員 （有）道南クリーンセンター 立野　斉 050-0062 室蘭市高平町１－１９

287 正会員 (株)道南事務機器 脇坂　紀一 050-0082 室蘭市寿町１－１６－３

288 正会員 道南清掃(株) 齊藤　崇 050-0083 室蘭市東町３－２－１１
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289 正会員 道南バス（株） 長谷川　義郎 050-0083 室蘭市東町３－２５－３

290 正会員 東陽ハウス(株) 倉見　卓司 050-0073 室蘭市宮の森町４－２２－２０

291 正会員 （有）トガシマシン 富樫　靖成夫 050-0083 室蘭市東町１－６－２３

292 正会員 （株）富岡鉄工所 福眞　正純 050-0083 室蘭市東町３－１－３

293 正会員 (有)ドラゴン 庭山　琢夫 050-0076 室蘭市知利別町２－３３－１５

294 正会員 (有)トラスト・イン 宮崎　清治 050-0083 室蘭市東町４－６－２

295 正会員 内藤食品工業（株） 内藤　孝幸 051-0002 室蘭市御前水町２－１－３

296 正会員 (株)ないとう本店 内藤　勝彦 050-0081 室蘭市日の出町３－９－５

297 正会員 （有）中川商事 中川　明雄 050-0074 室蘭市中島町１－３１－１４

298 正会員 （有）中川石材店 中川　一彦 050-0074 室蘭市中島町４－１１－１３

299 正会員 （株）永澤機械 永澤　優 050-0083 室蘭市東町３－１－４

300 正会員 中島自動車工業（株） 福井　清昭 050-0074 室蘭市中島町４－１

301 正会員 (有)中島商事 中島　康彦 050-0074 室蘭市中島町１－３４－７

302 正会員 （宗）中嶋神社 森田　邦義 050-0073 室蘭市宮の森町１－１－６４

303 正会員 中田工業（株） 中田　貴 050-0083 室蘭市東町３－１６－１

304 正会員 （有）ナカムラ機工 中村　幸次 050-0077 室蘭市天神町１２－１４

305 正会員 (有)中村たたみ店 田部　哲夫 050-0073 室蘭市宮の森町３－１４－１０

306 正会員 ナラサキ産業（株） 石川　孝 051-0012 室蘭市山手町３－７－１　室蘭ナラサキビル

307 正会員 （株）楢崎製作所 鈴木　博 050-8570 室蘭市崎守町３８５

308 正会員 （株）新岡燃料 新岡　尚 050-0074 室蘭市中島町４－１４－１

309 正会員 (株)西尾青果 西尾　清隆 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１

310 正会員 西澤建設（株） 西澤　幸治 050-0082 室蘭市寿町１－２－１７

311 正会員 (株)西野製作所 西野　義人 050-0075 室蘭市中島本町１－１１－１６

312 正会員 (株)西谷硝子 西谷　学 050-0081 室蘭市日の出町１－１９－９

313 正会員 （有）日和建工 鎌田　薫生 051-0036 室蘭市祝津町１－２－１２

314 正会員 (株)日光印刷 佐藤　俊一 050-0082 室蘭市寿町２－３－１

315 正会員 日鋼運輸(株) 吉田　一 051-0006 室蘭市茶津町４－１

316 正会員 （株）日興塗装 石井　亮平 051-0006 室蘭市茶津町４

317 正会員 日鋼トラック(株) 吉田　一 051-0006 室蘭市茶津町４－１

318 正会員 日鋼室蘭サービス(株) 池田　智昌 051-0006 室蘭市茶津町４

319 正会員 （株）ニッコクトラスト北海道 麻生　俊彦 050-0084
室蘭市みゆき町２－１３－１
日本製鉄室蘭製鉄所輪西多目的センター2階

320 正会員 （株）日昌 小池田　清佽 050-0072 室蘭市高砂町５－１－９

321 正会員 （医）日昇会太平洋歯科医院 中西　雅丈 050-0054 室蘭市白鳥台５－１－２

322 正会員 日章測量設計（株） 三野　正雄 050-0082 室蘭市寿町２－２４－１４

323 正会員 (株)日昇堂 金浜　元一 050-0074 室蘭市中島町１－１８－４

324 正会員 （有）日進工業 松岡　雅弘 051-0006 室蘭市茶津町４
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325 正会員 日新産業（株） 土倉　崇 051-0022 室蘭市海岸町１－９８－１

326 正会員 （有）日胆工務店 伊藤　重也 050-0074 室蘭市中島町４－１３－３

327 正会員 日鉄セメント（株） 中山　秀明 050-8510 室蘭市仲町６４

328 正会員 日鉄テクノロジー(株)室蘭事業所 樽井　敏三 050-0087 室蘭市仲町１２

329 正会員 日鉄ファーストテック(株) 氏家　義太郎 050-0087 室蘭市仲町１２

330 正会員 （有）日豊工業 宮本　一章 051-0006 室蘭市茶津町４

331 正会員 日本企業観光（株） 山下　正純 059-0036 登別市美園町１－８－２

332 正会員 日本製鋼所M&E（株） 岩本　隆志 051-0006 室蘭市茶津町４

333 正会員 (有)ネッツ山口 山口　正行 050-0065 室蘭市本輪西町１－３－２

334 正会員 （有）のぞえ商事 野副　弘幸 050-0076 室蘭市知利別町３－６－１３

335 正会員 （社）登別室蘭青年会議所 石井　裕子 050-0083 室蘭市東町２－２３－６第２大通りビル３階

336 正会員 (有)バース建設工業 高橋　孝治 050-0073 室蘭市宮の森町４－１１－８

337 正会員 白鳥台ショッピングセンター商業（協） 田中　康博 050-0054 室蘭市白鳥台５－１－４

338 正会員 （有）白鳥マリン 山本　隆 051-0031 室蘭市築地町無番地（西1号埠頭）

339 正会員 （協組）函館ドック室蘭協力会 高橋　修一 051-0036 室蘭市祝津町２－１４４

340 正会員 (株)ハシモト 橋本　慎一 050-0081 室蘭市日の出町２－２５－６

341 正会員 （株）橋本電機 橋本　徹雄 051-0031 室蘭市築地町１４７

342 正会員 (有)長谷川塗装工業所 長谷川　正明 050-0081 室蘭市日の出町１－６－１５

343 正会員 （株）八洲機工 千葉　弘 050-0063 室蘭市港北町３－３－１１

344 正会員 (有)八丁平商事 鈴木功一 050-0074 室蘭市中島町１－１５－１２

345 正会員 （有）ハトヤビル 渡辺　栄一 050-0074 室蘭市中島町２－２９－５

346 正会員 （有）花のながはら 長原　幸子 051-0011 室蘭市中央町３－３－１０

347 正会員 （有）馬場機械製作所 馬場　義充 050-0074 室蘭市中島町４－１７－９

348 正会員 濱野鋼業(株) 濱野　仁麗 050-0087 室蘭市仲町１２

349 正会員 早坂産業（株） 早坂　浩司 050-0085 室蘭市輪西町１－２９－６

350 正会員 （有）原田商店 原田　京子 050-0065 室蘭市本輪西町３－１０－１

351 正会員 （有）晴美写真館 佐々木　富士子 050-0085 室蘭市輪西町１－３７－６

352 正会員 （有）はんざき建築事務所 半崎　敏裕 050-0083 室蘭市東町１－５－１５

353 正会員 板東物産（株） 板東　晃 051-0003 室蘭市母恋南町５－６－２

354 正会員 （有）ビアンド 清水　和宏 050-0074 室蘭市中島町１－３８－５

355 正会員 （有）ヒシタカ　高子工業所 高子　元気 050-0071 室蘭市水元町２１－１４

356 正会員 日の出運輸（株） 石見　秀樹 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１

357 正会員 （有）日ノ出建設 佐々木洋一 050-0081 室蘭市日の出町１－１２－１４

358 正会員 （株）平林紙店 平林　滋明 051-0011 室蘭市中央町２－８－９

359 正会員 （株）ヒロオ産業 工藤　一人 050-0081 室蘭市日の出町３－５－５

360 正会員 (株)フォトリス 萩　宰　 051-0023 室蘭市入江町１－６３
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361 正会員 （株）文成堂富士印刷 青柳　暁寛 051-0012 室蘭市山手町２－７－３１

362 正会員 富士印刷（株） 高島　宏 050-0085 室蘭市輪西町２－１３－３

363 正会員 富士運輸（株） 陣上　雅人 050-0087 室蘭市仲町１６

364 正会員 藤川建設（株） 藤川　康司 050-0083 室蘭市東町３－２０－７

365 正会員 （有）富士機工商事 上野　達文 051-0033 室蘭市小橋内町２－１－11

366 正会員 富士建設（株） 橋詰　昌明 051-0011
室蘭市中央町３－５－１３
明治生命室蘭中央ビル

367 正会員 （有）富士工芸社 工藤　隆行 050-0074 室蘭市中島町４－１３－４

368 正会員 (株)藤翔建設 工藤　淳一 050-0083 室蘭市東町３－１－７

369 正会員 藤田自動車興業（株） 藤田　享 050-0082 室蘭市寿町１－６－２１

370 正会員 （株）藤田木材店 藤田　寛 050-0072 室蘭市高砂町１－３－１７

371 正会員 富士トラック(株) 西村　淳 050-0087 室蘭市仲町６４

372 正会員 フジ美建工業(株) 高橋　照夫 051-0036 室蘭市祝津町１－５－９

373 正会員 (株)藤屋時計店 前田　欣保 050-0085 室蘭市輪西町１－１９－５

374 正会員 （有）布施工機 布施　登 050-0083 室蘭市東町３－１１－６

375 正会員 （有）双葉塗装 圓子　美德 050-0074 室蘭市中島町２－７－１０

376 正会員 （株）物産ヤダキ 矢口　直 050-0076 室蘭市知利別町１－４３

377 正会員 芙蓉(株) 伏木　進 050-0065 室蘭市本輪西町１－４－２

378 正会員 （有）プラザ・クボ 久保　圭司 050-0074 室蘭市中島町１－３２－１２

379 正会員 （株）富留屋 古谷　公億 051-0011 室蘭市中央町２－９－４

380 正会員 （有）文省堂 塩澤　尚志 050-0085 室蘭市輪西町１－３５－９

381 正会員 (株)ベストクリエイト 荒谷　信幸 050-0074 室蘭市中島町３－８－１０

382 正会員 （有）ペットショップ松浦 松浦　志俊 050-0076 室蘭市知利別町３－９－２５

383 正会員 （株）ホートク 永　直人 050-0063 室蘭市港北町５－１０３－１

384 正会員 北栄管理（株） 北川　浩一 051-0022
室蘭市海岸町２－４－３
㈱きたがわ・海岸町店内

385 正会員 北営工業(株) 津川　圭三 050-0083 室蘭市東町３－１３－３０

386 正会員 （有）北伸 高橋　研自 050-0083 室蘭市東町４－９－１－４０１

387 正会員 北星（株） 村田　正望 051-0021 室蘭市緑町２－１

388 正会員 北拓ビル（株） 杉山　正子 051-0011 室蘭市中央町２－１－４

389 正会員 北海印刷（株） 徳永　賢二 050-0074 室蘭市中島町４－１２－１５

390 正会員 北海石油（株） 野口　邦夫 051-0023 室蘭市入江町１－８７

391 正会員 北海道ＮＳｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ(株) 三条場　久澄 050-0084 室蘭市みゆき町２－１３－１

392 正会員 (有)北海道機械メンテナンス 鈴木　隆 050-0083 室蘭市東町３－１－９

393 正会員 （学）北海道ｷﾘｽﾄ教学園　室蘭めばえ幼稚園 石川　宣道 050-0076 室蘭市知利別町２－１５－１５

394 正会員 (株)北海道研磨材 栗村　健 050-0082 室蘭市寿町１－１７－５

395 正会員 (株)北海道興産 坂東　幸子 050-0087 室蘭市仲町１６陣上工業(株) 内

396 正会員 北海道シーポートサービス(株) 池田　誠 050-0066
室蘭市幌萌町165-1JXTGエネルギー(株)
製造部室蘭事業所構内
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397 正会員 北海道住電スチールワイヤー(株) 井上　達也 050-0087 室蘭市仲町１２

398 正会員 北海道船用品（株） 伊藤　大介 051-0022 室蘭市海岸町３－３－５

399 正会員 北海道防疫燻蒸（株） 高橋　秀雄 051-0022 室蘭市海岸町１-58-5

400 正会員 （有）北海道リペアセンター 中嶋　淳 050-0074 室蘭市中島町１－４－３

401 正会員 北貨運輸（株） 石井　順司 050-0087 室蘭市仲町１２

402 正会員 (株)北興海事 萩　淳子 051-0023 室蘭市入江町１－６３

403 正会員 （有）北光工業 尾碕　清 050-0083 室蘭市東町３－１－１０

404 正会員 北興工業(株) 萩　宰 051-0023 室蘭市入江町１－６３

405 正会員 （株）ほっこうハウス 石坂　律子 050-0073 室蘭市宮の森町４－１５－７

406 正会員 (有)堀内鋼業 堀内　紀彦 050-0085 室蘭市輪西町２丁目21番６号

407 正会員 （有）堀江商事 堀江　忠義 051-0011 室蘭市中央町２－４－１７

408 正会員 (有)堀商事 堀　フミ子 050-0076 室蘭市知利別町２－６－１０

409 正会員 ホワイトハウス工業（株） 白幡　一雄 050-0082 室蘭市寿町３－９－１９

410 正会員 （宗）本光寺 日笠　正順 050-0065 室蘭市本輪西町３－３３－７

411 正会員 本所工業（株） 本所　光男 050-0083 室蘭市東町３－１－２１

412 正会員 本間産業(株) 本間　信 050-0074 室蘭市中島町１－９－１９

413 正会員 （有）牧造園 牧　紀吉 050-0072 室蘭市高砂町４－１３－１９

414 正会員 増田工業（株） 新野　晃 050-0083 室蘭市東町３－１－９

415 正会員 マスダ自動車工業（株） 増田　栄一 050-0083 室蘭市東町３－９－６

416 正会員 （株）松島冷機 松島　茂 050-0081 室蘭市日の出町１－２－１

417 正会員 (株)松永商事 松永　英樹 050-0085 室蘭市輪西町１－１７－３

418 正会員 （株）丸石金物店 原田　直人 050-0074 室蘭市中島町１－１８－１

419 正会員 （株）丸石設備工業 谷　正一 050-0083 室蘭市東町３－１９－１８

420 正会員 （株）丸勝村木仕出し店 鈴木　一也 050-0081 室蘭市日の出町１－１０－１４

421 正会員 (有)丸木木村工業 木村　雅隆 050-0087 室蘭市仲町12

422 正会員 （有）マル幸シッピング 井上　和男 051-0022 室蘭市海岸町３－４－９

423 正会員 (有)丸小小原容器 遠藤　弘子 051-0015 室蘭市本町２－５－４

424 正会員 （株）丸三建設 松本　一雄 050-0073 室蘭市宮の森町２－１０６

425 正会員 （有）丸十青果 市来　政利 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１

426 正会員 （株）マル長遠藤工業所 遠藤　勉 051-0003 室蘭市母恋南町１－１－１２

427 正会員 （株）丸中中田商店 中田　代幸 059-0033 登別市栄町３－４－３

428 正会員 （有）マルニ　佐藤商店 佐藤　光平 051-0015 室蘭市本町２－４－１６

429 正会員 （有）丸弘田中板金店 田中　和博 050-0085 室蘭市輪西町２－１４－９

430 正会員 （宗）満冏寺 飯島　英徳 051-0027 室蘭市沢町１０－７

431 正会員 三浦興業(株) 三浦　政光 050-0063 室蘭市港北町１－２－３

432 正会員 （株）三川 三浦　真彦 050-0081 室蘭市日の出町２－１８－２
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433 正会員 （有）三国設計事務所 大淵　昭 051-0004 室蘭市母恋北町２－５－５

434 正会員 （有）御崎鉄工 徳田　昭 051-0001 室蘭市御崎町２－１－２２

435 正会員 （有）瑞貴工業 蝦名　達雄 050-0072 室蘭市高砂町１－２３－１１

436 正会員 （有）水越茶舗 水越　とし子 050-0075
室蘭市中島本町１－２２－６
ライフヒルズ中島弐番館　４０１

437 正会員 （有）水谷エンジニアリング 水谷　聖人 050-0083 室蘭市東町４－７－１

438 正会員 (有)水元建設 滝谷　勲 050-0085 室蘭市輪西町１－３２－１４

439 正会員 三井国土開発（株） 廣瀬　一美 050-0061 室蘭市八丁平４－１７－１０

440 正会員 (株)三ツ輪商会 小玉　憲幸 050-0081 室蘭市日の出町２－１８－１５

441 正会員 南北海道ヂーゼル工業（株） 陣上　雅人 050-0082 室蘭市寿町２－１９－１５

442 正会員 (有)都商事 及川　隆 050-0083 室蘭市東町２－１４－２

443 正会員 (有)宮谷組 宮谷　雅木 050-0067 室蘭市陣屋町４－６－１０

444 正会員 村上鉄筋（株） 村上　仁 050-0074 室蘭市中島町４－４－６

445 正会員 室ガスサービス（株） 西村　和浩 050-0081 室蘭市日の出町２－４４－１

446 正会員 (株)室港サービス 神田橋　光男 051-0021 室蘭市緑町９－２８

447 正会員 （株）室信ビジネスサービス 小田島　政典 050-0083 室蘭市東町２－２４－１３

448 正会員 室整振自動車整備（協） 江良　貴志 050-0081 室蘭市日の出町３－４－１３

449 正会員 一般社団法人　室苫植物検疫協会 小紫　聡 051-0022
室蘭市海岸町１－５８－５
海陸ビル4階　４０１号室

450 正会員 （株）室光 白石　光雄 050-0072 室蘭市高砂町５－２０－８

451 正会員 （一財）室蘭・登別総合健診センター 稲川　昭 050-0083 室蘭市東町４－２０－６

452 正会員 室蘭市場サービス（株） 小泉　賢一 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１

453 正会員 （有）室蘭うずら園 大森　隆 050-0051 室蘭市石川町２８２－５

454 正会員 室蘭運送（株） 竹中　徳信 051-0006 室蘭市茶津町４

455 正会員 室蘭開発(株) 土倉　崇 051-0022 室蘭市海岸町１－９８－１

456 正会員 室蘭海陸通運(株) 成田　俊彦 051-0022 室蘭市海岸町１－５８－５

457 正会員 室蘭ガス(株) 西村　和浩 050-0081 室蘭市日の出町２－４４－１

458 正会員 （有）室蘭架設工事 三浦　孝幸 050-0085 室蘭市輪西町１－２３－６

459 正会員 （株）室蘭カントリークラブ 伴　くみこ 050-0055 室蘭市崎守町２９３－１

460 正会員 室蘭機械工業（株） 増田　征二 051-0022 室蘭市海岸町１無番地

461 正会員 室蘭機船漁業（株） 本間　新吉 051-0013 室蘭市舟見町１－１３０－２１

462 正会員 室蘭給水（株） 嘉門　剛 051-0022 室蘭市海岸町３－２－１

463 正会員 （株）室蘭クリーンサービス 伊藤　豊 050-0063 室蘭市港北町１－１２－１１

464 正会員 室蘭計量(株) 荒谷　和夫 051-0006 室蘭市茶津町４日綱構内

465 正会員 室蘭建材工業（株） 半澤　導幸 050-0082 室蘭市寿町２－３－２

466 正会員 一般社団法人　室蘭建設業協会 中田　孔幸 051-0023 室蘭市入江町１－７４

467 正会員 室蘭工業大学生活（協） 石橋　直樹 050-0071 室蘭市水元町３６－８

468 正会員 (社)室蘭交通安全協会室蘭総合自動車学校 小西　二三倫 059-0036 登別市美園町４－２３－２
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469 正会員 室蘭三協水産（株） 藤田　圭祐 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１

470 正会員 室蘭産業（株） 嘉門　剛 051-0022 室蘭市海岸町３－２－１

471 正会員 室蘭産物(株) 富田　孝夫 059-0034 登別市鷲別町１－４－２

472 正会員 （社）室蘭市医師会 野尻　秀一 050-0083 室蘭市東町４－２０－６

473 正会員 室蘭市職員福利厚生会 和野　泰始 051-0016 室蘭市幸町１－２

474 正会員 室蘭自動車整備（協） 江良　貴志 050-0081 室蘭市日の出町３－４－１２

475 正会員 室蘭自動車工業（株） 東雲　司 050-0074 室蘭市中島町４－４－２５

476 正会員 (株)室蘭市民斎場 雲上閣 藤井　幹久 050-0082 室蘭市寿町３-１６-３

477 正会員 室蘭商工会議所 栗林　和徳 051-0022
室蘭市海岸町１－４－１
むろらん広域センタービル　２階

478 正会員 （株）室蘭振興公社 小泉　賢一 051-0023 室蘭市入江町１－７９

479 正会員 室蘭信用金庫 山田　隆秀 051-0022 室蘭市海岸町１－４－１

480 正会員 室蘭信和通信機（株） 門脇　宏幸 050-0074 室蘭市中島町４－５－５

481 正会員 （株）ムロランスズキ 井上　泰宏 050-0087 室蘭市仲町１２　新日鉄構内

482 正会員 室蘭製綱（株） 石岡　征洋 050-0074 室蘭市中島町３－４－１

483 正会員 室蘭清掃（株） 伊藤　祥江 050-0081 室蘭市日の出町２－３４－５

484 正会員 （株）室蘭製麺 矢野　義治 050-0081 室蘭市日の出町２－２４－１２

485 正会員 室蘭石油(株) 吉田　傑 051-0011 室蘭市中央町４－２－２

486 正会員 （協組）室蘭清掃管理センター 髙橋　伸介 050-0082 室蘭市寿町３－２４－５

487 正会員 （株）室蘭ソーイング 中西　幸彦 050-0084 室蘭市みゆき町２－７－１０

488 正会員 室蘭測量機械㈲ 帖佐　章 050-0083 室蘭市東町２－１５－６

489 正会員 室蘭ダイハツ販売（株） 野口　邦夫 050-0082 室蘭市寿町３－１５－４

490 正会員 (株)室蘭ダクト工業 千代　学 050-0074 室蘭市中島町４－１７－２０

491 正会員 （一社）室蘭地方自動車整備振興会 江良　貴志 050-0081 室蘭市日の出町３－４－１３

492 正会員 室蘭通船（株） 富田　孝夫 051-0022 室蘭市海岸町１無番地

493 正会員 室蘭つばめ交通(株) 安斉　允 050-0083 室蘭市東町２－５－１０

494 正会員 室蘭生コンクリ－ト(株) 髙橋　聖 050-0083 室蘭市東町４－１２

495 正会員 室蘭日交タクシー（株） 越智　まなみ 050-0082 室蘭市寿町３－２４－１３

496 正会員 室蘭八幡宮 奈良　守房 051-0022 室蘭市海岸町２－９－３

497 正会員 室蘭パルス電子（株） 石原　博 050-0081 室蘭市日の出町１－１０－１３

498 正会員 室蘭ビルドワークス(株) 佐藤　寛 050-0083 室蘭市東町４－１３－１

499 正会員 室蘭埠頭（株） 栗林　和徳 051-0023 室蘭市入江町１－１９

500 正会員 室蘭部品（株） 斎藤　隆志 050-0081 室蘭市日の出町１－２－１６

501 正会員 (有)室蘭ホテルシステム 櫛引　秀明 050-0074 室蘭市中島町２－２８－６

502 正会員 室蘭まちづくり放送(株) 沼田　勇也 050-0084 室蘭市みゆき町２－１３－１

503 正会員 室蘭マリン・サービス（株） 栗林　和徳 051-0022 室蘭市海岸町１無番地

504 正会員 （株）ムロランミート 坂本　松夫 050-0083 室蘭市東町４－１６－２
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505 正会員 室蘭三菱自動車販売（株） 小熊　啓司 050-0081 室蘭市日の出町３－４－６２

506 正会員 (株)室蘭民報社 工藤　忞 051-8550 室蘭市本町１－３－１６

507 正会員 室蘭ヤクルト販売(株) 宇賀　謙介 050-0081 室蘭市日の出町１－２０－１３

508 正会員 室蘭リゾート開発（株） 寺島　孝征 050-0052 室蘭市香川町２２４－１

509 正会員 (株)室蘭菱雄 濱中　實 050-0082 室蘭市寿町３－２２－１

510 正会員 (有)室蘭霊柩自動車 武田　亮二 051-0015 室蘭市本町１－１－１５

511 正会員 （株）メイセイ・エンジニアリング 西潟　勝 050-0074 室蘭市中島町３－１１－２

512 正会員 (株)メイセイ 小山田　享誌 050-0082 室蘭市寿町３－９－６

513 正会員 （有）明精工機 金　幸一 050-0083 室蘭市東町３－１－９

514 正会員 （有）明萌工建 木幡　久米男 050-0066 室蘭市幌萌町１６５－１

515 正会員 (株)モノリス 藤瀬　秀昭 050-0087 室蘭市仲町１２

516 正会員 （有）森教材店 山本　貞次 050-0081 室蘭市日の出町３－４－１

517 正会員 （有）森組興業 森　るみ子 051-0005 室蘭市新富町１－９－７

518 正会員 （株）もりしん 森川　英範 050-0076 室蘭市知利別町１－９－４５

519 正会員 矢乃商會（株） 矢野　英一 050-0072 室蘭市高砂町１－１６－２

520 正会員 （株）矢萩 矢萩　智 050-0081 室蘭市日の出町２－３－１

521 正会員 (株)山一総業 山口　克己 050-0072 室蘭市高砂町１－５－８

522 正会員 (有)山内工作 山内　進一 050-0081 室蘭市日の出町３－５－９

523 正会員 (株)ヤマカ川原家具店 川原　長義 050-0085 室蘭市輪西町２－３－６

524 正会員 (株)山川 伴　篤史 050-0075 室蘭市中島本町１無番地

525 正会員 （有）ヤマコしらかわ 白川　皓一 051-0021 室蘭市緑町９－１０

526 正会員 （有）山下工業所 八十田　章利 050-0083 室蘭市東町３－１－９

527 正会員 （有）山徳平川商店 相内　功 050-0081 室蘭市日の出町２－１４－３

528 正会員 大和工業(株) 黒瀧　雅英 050-0085 室蘭市輪西町１－４－８

529 正会員 （株）やまもと 山本　雅紀 050-0074 室蘭市中島町１－３８－１５　パルコビル２Ｆ

530 正会員 （有）山本商事 山本　隆 050-0074 室蘭市中島町１－２３－１８

531 正会員 (株)山本商店 三嶋　勇 051-0022 室蘭市海岸町３－４－９

532 正会員 （有）山本船舶電機 山本　聰志 051-0036 室蘭市祝津町１－６－４

533 正会員 （有）ユートピア牧場 栗林　佳生 050-0071 室蘭市水元町９０

534 正会員 （株）友和商事 平山　慎一郎 050-0074 室蘭市中島町１－１０－１２

535 正会員 (株)ユニオン建設 斉藤　聡 050-0083 室蘭市東町２－２－１５

536 正会員 （有）ユニオンモータース 五十嵐　治人 050-0062 室蘭市高平町１－６

537 正会員 （株）ヨコタ 渡邊　守 050-0081 室蘭市日の出町２－２７－１５

538 正会員 (株)横田工業 内村　賜一 051-0003 室蘭市母恋南町５－４－２３

539 正会員 （有）横山時計店 岡崎　盛保 051-0011 室蘭市中央町１－３－１２

540 正会員 よしおか葬祭（株） 吉岡　正弘 050-0075 室蘭市中島本町１－１２－１４
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541 正会員 吉沢商事(株) 吉澤　政彦 051-8588 室蘭市海岸町３－６－９

542 正会員 （有）吉能機械工業所 吉能　哲三 051-0036 室蘭市祝津町１－１２７－１４１

543 正会員 （株）米塚硝子店 米塚　文貴 050-0074 室蘭市中島町３－１９－１０

544 正会員 (宗)立雲寺 林　立祥 050-0086 室蘭市大沢町２－４－１

545 正会員 (株))リ－プ 宿村　光昭 050-0061 室蘭市八丁平４－４５－１１

546 正会員 （有）和歌山設備設計 茂野　真一 050-0073 室蘭市宮の森町３－１６－３

547 正会員 （株）和光商会 本間　義二 050-0085 室蘭市輪西町２－１－１２

548 正会員 輪西商店街振興組合 土田　昌司郎 050-0085 室蘭市輪西町2-5-1

549 賛助会員 アフラック募集代理店　半澤喜弘 半澤　喜弘 050-0073 室蘭市宮の森町１－１１－１５

550 賛助会員 アフラック募集代理店　村田　雅人 村田　雅人 050-0061 室蘭市八丁平４－３２－１１

551 賛助会員 居酒屋萬べぇ 長谷山　記由 051-0011 室蘭市中央町２－３－１９

552 賛助会員 エス昭和コンクリート（株） 石川　政美 059-0033 登別市栄町４－２－２

553 賛助会員 オフィスマシン販売（株） 藤谷　剛 050-0083 室蘭市東町５－２－１

554 賛助会員 カ－ボディ修理ハタヤマ 畑山　昭二 050-0072 室蘭市高砂町４－４－５

555 賛助会員 河辺石油（株）　室蘭営業所 村井　映一 050-0083 室蘭市東町１－１－１

556 賛助会員 北日本石油（株）室蘭販売支店 高田　功 051-0011 室蘭市中央町２－７－１３　米塚ビル５階

557 賛助会員 (株)グラッド 奥寺　儀久 050-0075 室蘭市中島本町１－４－４　MORUE中島２Ｆ

558 賛助会員 栗林ト－ヨ－タイヤ（株） 金田　利明 050-0081 室蘭市日の出町１－４－２

559 賛助会員 甲陽産業(株)室蘭営業所 定方　正二 050-0052 室蘭市香川町２４

560 賛助会員 札幌トヨタ自動車(株)室蘭支店 星川　誠 050-0083 室蘭市東町３－１７－1

561 賛助会員 札幌トヨペット（株）室蘭店 岸部　透 050-0081 室蘭市日の出町２－３１－２７

562 賛助会員 （株）スガテック　室蘭支店 東野　郁夫 050-0087 室蘭市仲町１２

563 賛助会員 大同生命保険(株)北海道支社苫小牧営業所 加藤　友章 053-0022
苫小牧市表町２－１－１４
王子不動産第3ビル５Ｆ

564 賛助会員 （税）中央会計事務所 杉下　清次 050-0085 室蘭市輪西町１－２１－１

565 賛助会員 東京海上日動火災保険(株) 内藤　良成 051-0023 室蘭市入江町１－６８

566 賛助会員 特殊電極(株)北海道営業所 小野　正宏 050-0087 室蘭市仲町１２

567 賛助会員 トヨタカローラ苫小牧（株）室蘭店 木村　慎司 050-8582 室蘭市寿町３－２０－１

568 賛助会員 西本設備 西本　勉 051-0003 室蘭市母恋南町５－１５－７

569 賛助会員 日鉄物産（株）室蘭営業所 菅原　得自 050-0085 室蘭市輪西町２－９－１

570 賛助会員 日本製鉄（株）室蘭製鐡所 安藤　豊彦 050-8550 室蘭市仲町１２

571 賛助会員 野口観光（株）室蘭プリンスホテル 泰　和浩 051-0011 室蘭市中央町１－４－９

572 賛助会員 ファースト・スター(株) 成田　貴洋 050-0076
室蘭市知利別町１－１４－１０
ノビリエマンション１階

573 賛助会員 富士ゼロックス北海道㈱室蘭営業所 川浪　芳一 050-0074 室蘭市中島町２－１８－１１

574 賛助会員 北洋海運(株) 上遠野　譲 051-0022
室蘭市海岸町１－５８
入江臨海ビル４階

575 賛助会員 (株)北洋銀行室蘭中央支店 蠣崎　敏幸 051-0022 室蘭市海岸町１－４－１

576 賛助会員 北海交通(株)室蘭支店 高橋　民治 050-0081 室蘭市日の出町１－２１－３
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577 賛助会員 北海道中央食糧（株）室蘭支店 高田　秀俊 051-0031 室蘭市築地町無番地

578 賛助会員 北海道エナジティック(株)室蘭支店 鉢呂　喜一 050-0083 室蘭市東町１－２３－２

579 賛助会員 (株)　北海道銀行　室蘭支店 大村　琢 050-0074 室蘭市中島町1-22-5

580 賛助会員 北海道砂利工業組合日胆支所 大坂　博 051-0022 室蘭市海岸町１－５８－５

581 賛助会員 北海道酒類販売（株）室蘭支店 日南　勝憲 050-0082 室蘭市寿町２－２－２８

582 賛助会員 (株)丸順第一工場 小川　貫司 050-0052 室蘭市香川町２４

583 賛助会員 三井住友海上火災保険（株）室蘭支社 大友　宏之 050-0074
室蘭市中島町２－２４－１
栗林中島第1ビル4Ｆ

584 賛助会員 室蘭地方自動車車体整備（協） 菅原　義男 050-0081 室蘭市日の出町３－４－１２

585 賛助会員 (株)ラルズ　室蘭地区本部 齋藤　　弘 050-0075 室蘭市中島本町２－８－１
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