
法人名 代表者氏名 郵便番号 住所

1 正会員 （有）明石フーズ 新栄　美智子 052-0021 伊達市末永町７４

2 正会員 旭技建（株） 長谷部　博典 052-0012 伊達市松ヶ枝町４３－１５

3 正会員 浅水建設（株） 浅水　勝男 052-0024 伊達市鹿島町４８－１

4 正会員 網代町商店街振興組合 寺島　徹 052-0025 伊達市網代町２４

5 正会員 （有）アベ彩巧社 阿部　功 052-0015 伊達市旭町４５－２

6 正会員 （有）石川測量 石川　伸也 052-0021 伊達市末永町５７－１３

7 正会員 （有）いしざわ 石澤　興 052-0021 伊達市末永町２４３－２

8 正会員 石田組土建（株） 石田　幸識 059-0157 伊達市向有珠町４５－１

9 正会員 （株）伊藤塗装工業所 伊藤　金蔵 052-0012 伊達市松ヶ枝町６１－７

10 正会員 胆振西部森林組合 渡辺　常雄 052-0025 伊達市網代町１０－３

11 正会員 胆振西部トラック事業（協） 川南　龍彦 052-0022 伊達市梅本町５１－１

12 正会員 胆振西部ハイヤー（協） 三浦　克朗 052-0027 伊達市大町２０－１６

13 正会員 有珠石油（株） 渡辺　源之 059-0151 伊達市有珠町２５９

14 正会員 (株)ウロコ 斎藤　光太郎 052-0012 伊達市松ヶ枝町４０

15 正会員 （株）ＡＤＭ 仁村　優治 059-0275 伊達市北稀府町９９－５

16 正会員 駅前通り調剤薬局 中里　光成 052-0032 伊達市山下町1５９－１

17 正会員 （有）エビナメガネ 蝦名　道郎 052-0025 伊達市網代町６

18 正会員 (株)エブリイ 南雲　税 052-0024 伊達市鹿島町３３－７

19 正会員 (株)オアシス舟岡店 福澤　祐一 052-0014 伊達市舟岡町２１２－９

20 正会員 大熊食品（有） 阿部　廣美 052-0024 伊達市鹿島町５７－２

21 正会員 (有)オオサカ土地 大坂　清勝 052-0026 伊達市錦町９２－１１

22 正会員 (有)太田生花店 太田　和實 052-0021 伊達市末永町６８－１１

23 正会員 （株）大矢 大矢　辰男 052-0032 伊達市山下町７９－１

24 正会員 （有）小野商店 小野　勝多 052-0014 伊達市舟岡町３０５－１３

25 正会員 （株）小山田 小山田　勝彦 052-0025 伊達市網代町３８

26 正会員 （有）菓子処久保 久保　千秋 052-0021 伊達市末永町49-68

27 正会員 風の(株) 小島　健吾 052-0012 伊達市松ケ枝町６５

28 正会員 （株）風のがっこう 平賀　農 052-0007 伊達市西関内町１７１－１

29 正会員 （医）堅田歯科医院 堅田　進 052-0027 伊達市大町１１

30 正会員 片平運輸（有） 片平　大輔 052-0022 伊達市梅本町３１－１３

31 正会員 (株)勝田組 金澤　政章 052-0014 伊達市舟岡町１８２

32 正会員 （有）カネサイチ今野水産 今野　正士 059-0151 伊達市有珠町２１－３

33 正会員 （有）兼万近江家具店 近江　文夫 052-0035 伊達市長和町４２４－１７

34 正会員 （有）上条薬局 上条　賢治 052-0032 伊達市山下町５４－２

35 正会員 カルメル会イエスズの聖テレジア修道院　 宮嵜　眞弓 052-0002 伊達市乾町１４－２

36 正会員 (有)川岸測量事務所 梅林　伸充 052-0021 伊達市末永町５８

37 正会員 （有）菊池建設 菊池　武文 052-0014 伊達市舟岡町９６－１３３

38 正会員 (株)ギケン 川中　信幸 052-0035 伊達市長和町３９９－１

39 正会員 (有)北湯沢観光モトヤ食品 元谷　隆 052-0303 伊達市大滝区北湯沢温泉町３２９－13

40 正会員 （有）キッチンヒラオカ 平岡　公一 052-0027 伊達市大町３
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41 正会員 （有）キハラ 木原　恵美子 052-0025 伊達市網代町３５－７

42 正会員 （株）木村建設 木村　耕志 052-0026 伊達市錦町９

43 正会員 共印　伊達中央青果（株） 山本　勇公 052-0032 伊達市山下町７７

44 正会員 （有）共立印刷 唯木　俊克 052-0022 伊達市梅本町４－４

45 正会員 （有）共和自動車板金塗装工場 佐藤　吉昭 052-0021 伊達市末永町１３５

46 正会員 （有）金盛堂 松山　秀仁 052-0025 伊達市網代町８０－１

47 正会員 （株）クスモト時計眼鏡店 楠本　英治 052-0025 伊達市網代町１６

48 正会員 クボタ設備工業(株) 渡部　良一 052-0032 伊達市山下町１６０－１４

49 正会員 （有）熊沢自動車販売 熊沢　勇司 052-0013 伊達市弄月町２４０－７

50 正会員 （有）栗田鉄筋 栗田　和浩 059-0271 伊達市南黄金町１１０－３８

51 正会員 （株）クリハシ 栗橋　義徳 052-0026 伊達市錦町１００

52 正会員 （株）栗本　　 栗本　茂生 052-0027 伊達市大町１１

53 正会員 （株）くるまや伊達 藤原　穀充 052-0013 伊達市弄月町５９－２７

54 正会員 光星タクシー（有） 三浦　克朗 052-0022 伊達市梅本町５５－２

55 正会員 (株)小杉築炉 小杉　芳昭 052-0012 伊達市松ヶ枝町６１－９

56 正会員 小松建設（株） 小松　幸雄 052-0026 伊達市錦町１００－３０

57 正会員 （有）今藤自動車整備工場 今藤　等 052-0032 伊達市山下町１４７

58 正会員 （株）斉藤新聞販売所 斉藤　大威 052-0033 伊達市西浜町１０

59 正会員 （株）サクマ 佐久間　實行 052-0014 伊達市舟岡町１８８－１

60 正会員 医療法人社団さくら歯科・矯正歯科 塚田　正興 052-0014 伊達市舟岡町２０８－２７

61 正会員 （有）佐々木電装店 佐々木　剛 052-0035 伊達市長和町６６４

62 正会員 (株)佐藤商會 佐藤　篤 052-0004 伊達市荻原町１３２

63 正会員 （有）佐藤青果 佐藤　進 052-0012 伊達市松ヶ枝町３－１０

64 正会員 (有)佐藤農機 佐藤　喜宣 052-0021 伊達市末永町１９８－２４

65 正会員 (株)沢田燃料 沢田　真 052-0026 伊達市錦町１１６

66 正会員 （有）三共緑化 鳥口　節也 059-0272 伊達市北黄金町４９－４０９３

67 正会員 （有）サンハイム犬塚 犬塚　貴敬 052-0021 伊達市末永町１２３－８

68 正会員 (有)シ－イング 瀬野　秀紀 052-0032 伊達市山下町１６４－２

69 正会員 （有）ジェイ・キープ 早瀬　慶子 052-0027 伊達市大町２０

70 正会員 (有)塩野工業 塩野　詞一 059-0157 伊達市向有珠町２４

71 正会員 （有）宍戸板金工業 宍戸　良彰 052-0015 伊達市旭町６３－２２

72 正会員 （有）静狩急行 長野　創 052-0022 伊達市梅本町１６

73 正会員 （有）柴田モータース 柴田　政彦 052-0022 伊達市梅本町５５－５

74 正会員 市役所通商店街振興組合 佐藤　靖明 052-0024 伊達市鹿島町６－２館浅見ビル２Ｆ

75 正会員 (株)寿浅 寿浅　雅俊 052-0032 伊達市山下町１６１

76 正会員 （有）湘南興業 佐々木　隆義 059-0272 伊達市北黄金町４９

77 正会員 （株）新勝工業 上田　聖 052-0014 伊達市舟岡町１３０－２

78 正会員 （株）シンワ自動車 渡辺　弘二 052-0004 伊達市荻原町１１８－２１

79 正会員 新和電気工事（株） 木村　篤志 052-0013 伊達市弄月町２４０－１５

80 正会員 (株)須貝エンジニアリング 須貝　勉 059-0151 伊達市有珠町２６２
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81 正会員 （株）菅建設 菅　裕一 052-0014 伊達市舟岡町３０４－７

82 正会員 (株)菅設計企画 菅　俊治　 052-0022 伊達市梅本町３０－２９

83 正会員 須藤建設（株） 須藤　正之 052-0012 伊達市松ヶ枝町６５－８

84 正会員 (有)寿美　里の茶屋　風土 菅原　寿志 052-0007 伊達市西関内町３１６－１

85 正会員 （有）すみや 間野　雅博 052-0015 伊達市旭町２１－３

86 正会員 静輪自動車興業（株） 長野　雄二 052-0012 伊達市松ヶ枝町５８－９６

87 正会員 (株)セカンドタイムズ 遊佐　英行 052-0035 伊達市長和町６６４－４

88 正会員 (有)石匠小松倉石材 小松倉　由一 059-0155 伊達市若生町３９－１

89 正会員 （宗）大本願善光寺 木立　大忍 059-0151 伊達市有珠町１２４

90 正会員 （有）創武地産　　 武者　賢一 052-0012 伊達市松ヶ枝町３０－１３

91 正会員 （株）そば順 安宅　修治 052-0015 伊達市旭町２３－３

92 正会員 （株）ダイコウ 大光　巖 052-0035 伊達市長和町８０９－１５

93 正会員 （有）大光工業 大内　正義 052-0034 伊達市館山下町７－７８

94 正会員 （宗）大雄寺 奥村　孝善 052-0023 伊達市元町１８

95 正会員 （株）高清建設 高橋　保夫 059-0271 伊達市南黄金町１１４

96 正会員 高野(株) 高野　順 052-0022 伊達市梅本町３４

97 正会員 (株)ダスキン洞爺 中嶋　康 052-0012 伊達市松ヶ枝町５８－６

98 正会員 (学)伊達育英学園 小倉　拓 052-0031 伊達市館山町１５

99 正会員 伊達運輸（株） 伊藤　達雄 052-0023 伊達市元町３０

100 正会員 伊達駅前まちづくり(株) 河部　律雄 052-0032 伊達市山下町３６２

101 正会員 （株）伊達温泉 菊地　正一 052-0034 伊達市館山下町２２３

102 正会員 伊達ガス事業（協） 渡邉　源之 052-0014 伊達市舟岡町３３５－２０

103 正会員 伊達環境管理（株） 中田　稔彦 052-0021 伊達市末永町５８－１０

104 正会員 伊達管工事業(協) 上田　聖 052-0021 伊達市末永町３３番地１０２

105 正会員 (株)伊達観光物産公社 大坪　鐵雄 052-0012 伊達市松ケ枝町34-1

106 正会員 （有）伊達クリーニング 木谷　由紀男 052-0024 伊達市鹿島町５８－９

107 正会員 (有)伊達クリ－ンセンタ－ 藍原　聡 052-0014 伊達市舟岡町１６１－１

108 正会員 伊達建設事業（協） 笹山　智市 052-0012 伊達市松ヶ枝町６５－９

109 正会員 （株）伊達公益社 荒井　佳津子 052-0012 伊達市松ケ枝町５９－１０

110 正会員 （有）伊達興信商事 小林　静雄 052-0022 伊達市梅本町３９－１

111 正会員 （有）だてこん 斎藤　直子 052-0032 伊達市山下町１４７

112 正会員 伊達砕石(株) 渡邉　輝雄 059-0155 伊達市若生町６６－２

113 正会員 伊達市農業（協） 佐藤　哲 052-0021 伊達市末永町７４

114 正会員 （株）伊達浄化センター 小野寺　隆之 052-0023 伊達市元町４４

115 正会員 伊達商工会議所 菅　　俊治 052-0015 伊達市旭町２４

116 正会員 （有）伊達松盛園 岡山　正人 052-0036 伊達市上長和町１９８－８

117 正会員 伊達信用金庫 舘崎　雄二 052-0022 伊達市梅本町３９－３

118 正会員 (株)ダテックス 齊藤　勝次 052-0011 伊達市竹原町７４－３

119 正会員 （有）伊達納豆 大友　亨 052-0034 伊達市館山下町１－６８

120 正会員 （株）伊達燃料 萩野　時彦 052-0023 伊達市元町４９
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121 正会員 （一社）伊達の風 立花　光 052-0035 伊達市長和町２４３－２

122 正会員 （株）伊達ハイヤー 長澤　盛男 052-0013 伊達市館山町１０

123 正会員 (株)舘林 館林　哲 052-0301 伊達市大滝区本町１０５

124 正会員 伊達林業機械（有） 根子　新八郎 052-0013 伊達市弄月町６８－３

125 正会員 伊達ロイヤル石油（株） 松本　晃 052-0013 伊達市弄月町７２－１

126 正会員 胆西運輸（株） 名取　一仁 052-0013 伊達市弄月町６７

127 正会員 (株)塚田組 塚田　光雄 052-0301 伊達市大滝区本町５１－３

128 正会員 （有）ツドイ技建 鈴木　義弘 052-0014 伊達市舟岡町３１２－１０

129 正会員 (株)テイエス商事 寺島　茂之 052-0031 伊達市館山町３２－３

130 正会員 （有）道央木工製作所 酒井　實　　　 052-0032 伊達市山下町１１８－５２

131 正会員 道建コンサルタント（株） 菊谷　義統 052-0014 伊達市舟岡町１８２

132 正会員 （医）道塾会 岩本　英男 052-0026 伊達市錦町１２９－６

133 正会員 道南環境保全（株） 前川　智紀 052-0021 伊達市末永町５８－３

134 正会員 道南農林（株） 高橋　紀昭 052-0013 伊達市弄月町２０５

135 正会員 道南美装（有） 冨家　基嗣 052-0021 伊達市末永町８１日赤病院内

136 正会員 （有）東和建設 高橋　秀雪 059-0273 伊達市南稀府町７６－６

137 正会員 時田自工（株） 時田　稔 052-0022 伊達市梅本町４－２４

138 正会員 トラベルガイド北海ツ－リスト（有） 大木　昭雄 052-0024 伊達市鹿島町４８－１

139 正会員 (有)ドリーム運送 加藤　一也 052-0014 伊達市舟岡町２００－１

140 正会員 （株）永井組 永井　武憲 052-0032 伊達市山下町１７８

141 正会員 （医）なかむら歯科医院 中村　清哉 052-0035 伊達市長和町４６７－１

142 正会員 （医）なかむら整形外科クリニック 中村　一孝 052-0022 伊達市梅本町３５－４３

143 正会員 浪越石材(株) 浪越　準一 052-0013 伊達市弄月町５７

144 正会員 （有）成田商事 成田　正利 059-0273 伊達市南稀府町９６－２

145 正会員 日胆ガス（株） 市橋　勝男 059-0273 伊達市南稀府町９４－２

146 正会員 (株)日通パワーサプライ 山木　博孝 052-0032 伊達市山下町１６１－１

147 正会員 （株）畑商会 畑　昭夫 052-0012 伊達市松ヶ枝町５８－９８

148 正会員 (株)浜地電気 浜地　裕 052-0014 伊達市舟岡町２５－２２

149 正会員 (株)早坂商会 早坂　真 052-0012 伊達市松ヶ枝町６５－７

150 正会員 （株）早瀬商店 早瀬　芳宏 052-0027 伊達市大町２０

151 正会員 （株）東浜コンクリート工業所 後藤　寛 052-0035 伊達市長和町１９７－６

152 正会員 (株)ビクトリア観光 石川　健志 052-0014 伊達市舟岡町１７６－４

153 正会員 平口建設(株) 平口　泰章 052-0032 伊達市山下町２７５

154 正会員 （有）ヒロヤ 伊藤　道子 052-0015 伊達市旭町１０

155 正会員 （有）フォーユー 渡辺　佳文 052-0023 伊達市元町４４

156 正会員 福村明治乳販(株) 福井　政吉 052-0032 伊達市山下町１９８

157 正会員 不二工営（株） 斎藤　順三 052-0032 伊達市山下町２２１

158 正会員 （有）藤鉄工 加藤　耕平 052-0014 伊達市舟岡町２０５－１５

159 正会員 (有)藤村工建 藤村　輝雄 052-0021 伊達市末永町１０７－２１

160 正会員 (株)藤屋 山岸　靖幸 052-0026 伊達市錦町１２８
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161 正会員 （株）ブティックおおわだ 大和田　康夫 052-0022 伊達市梅本町３８－１９

162 正会員 (株)北将資源 鈴木　辰也 059-0272 伊達市北黄金町２７－９

163 正会員 北進興業（株） 稀玉　晃司 052-0032 伊達市山下町１４７－９７

164 正会員 （有）北成興業 野坂　貞義 052-0035 伊達市長和町３７０－１

165 正会員 (株)牧家 庄司　大 052-0002 伊達市弄月町２４０－１２

166 正会員 （有）北海苑 吉野　達雄 052-0025 伊達市網代町３９－３０

167 正会員 北紘建設（株） 笹山　智市 052-0023 伊達市元町７１－２１

168 正会員 (株)ホテル横山 元谷　隆 044-0316 伊達市大滝区北湯沢温泉町３２９－１２

169 正会員 （株）本間建設 本間　忠明 052-0023 伊達市元町７１－２０

170 正会員 （株）松浦組 木村　学 052-0032 伊達市山下町１４７

171 正会員 （株）松浦ふとん店 松浦　敏美 052-0027 伊達市大町５

172 正会員 （有）松下商店 松下　勝輝 052-0014 伊達市舟岡町１７０－７８

173 正会員 （株）マルシメおぬき 小貫　豊 052-0035 伊達市長和町６９３－２

174 正会員 （有）マルタカ高橋組 高橋　勝利 059-0273 伊達市南稀府町８

175 正会員 （有）マルタ田仲商店 田仲　英一 052-0015 伊達市旭町６９－１９

176 正会員 マルヒデ鈴木建設（株） 鈴木　敏則 052-0014 伊達市舟岡町１４８－１９

177 正会員 マルマツ（株） 高橋　陸郎 052-0015 伊達市旭町５０－１３

178 正会員 （有）三上建設 佐藤　明嗣 052-0032 伊達市山下町２４０

179 正会員 （有）三品工務店 三品　順一 059-0151 伊達市有珠町２２２

180 正会員 水戸建築合同会社 水戸　達也 052-0021 伊達市末永町４９－７５

181 正会員 （株）ミナミ 川南　忠士 052-0012 伊達市松ヶ枝町４３－１７

182 正会員 見晴観光（株） 浜塚　恵美子 052-0021 伊達市末永町４７

183 正会員 （宗）妙栄寺 大越　一征 052-0027 伊達市大町１８

184 正会員 三好電気工事（株） 三好　幸吉 052-0012 伊達市松ヶ枝町６５－６

185 正会員 （有）村上印刷 徳永　賢二 052-0026 伊達市錦町９５－１

186 正会員 （株）明光堂 山崎　満晴 052-0025 伊達市網代町１０９

187 正会員 望月電設工業（株） 望月　孝一 052-0021 伊達市末永町６２－１６

188 正会員 （医）守谷内科医院 守谷　保夫 052-0024 伊達市鹿島町３１

189 正会員 （有）山泉泉屋 金光　カヂ子 052-0021 伊達市末永町６４－９

190 正会員 (株)山村水産加工 山村　圭吾 052-0021 伊達市末永町２０５－２５

191 正会員 山本産業(株) 山本　勇 052-0035 伊達市長和町１５７

192 正会員 横山重機建設（株） 横山　敏昭 052-0035 伊達市長和町４６５

193 正会員 横山木材（株） 横山　浩史 052-0012 伊達市松ヶ枝町６１－１３

194 正会員 （有）吉田左官工業所 田渕　俊彦 052-0027 伊達市大町２０

195 正会員 （有）吉村工作所 吉村　亮輔 059-0156 伊達市南有珠町１４７

196 正会員 （有）ラビット 辻浦　正浩　　　 052-0026 伊達市錦町１８

197 正会員 （株）ローヤル 河原　文博 052-0021 伊達市末永町３３－３

198 正会員 (株)和歌 川村　淳一 052-0022 伊達市梅本町３８

199 正会員 （有）渡辺タイヤ商会 渡辺　雅隆 052-0022 伊達市梅本町４－４１

200 賛助会員 （有）アップル 熊沢　裕 052-0022 伊達市梅本町５０－２
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201 賛助会員 （有）及川測量設計 及川　力 059-0151 伊達市有珠町２６２－２

202 賛助会員 大高酵素（株）伊達工場 杉森　恒夫 059-0275 伊達市北稀府町１２１

203 賛助会員 （有）建匠 平口　泰敏 052-0032 伊達市山下町２７５

204 賛助会員 （有）サポート 斉藤　騏史夫 052-0012 伊達市松ヶ枝町４０

205 賛助会員 （株）勝和 菊谷　義統 052-0014 伊達市舟岡町１８２

206 賛助会員 （有）相馬不動産管理 水上　由香 052-0025 伊達市網代町１

207 賛助会員 伊達観光開発(株) 金澤　広司 059-0152 伊達市北有珠町２２３

208 賛助会員 伊達興商（株） 下川原　順一 052-0021 伊達市末永町６２－１７

209 賛助会員 （株）伊達斎場 若生　恵子 052-0014 伊達市舟岡町１９０－１２

210 賛助会員 伊達市資源リサイクル事業（協） 上坂　康夫 052-0014 伊達市舟岡町１７０－５９

211 賛助会員 伊達地区自動車整備（協） 柴田　政彦 052-0012 伊達市松ヶ枝町６１－４

212 賛助会員 （有）錦ビル 斉藤　雄二郎 052-0014 伊達市舟岡町４５－６

213 賛助会員 （株）ホクイー 菊池　哲郎 052-0034 伊達市館山下町１

214 賛助会員 (株)北洋銀行　伊達支店 野里　勝賢 052-0024 伊達市鹿島町７－１

215 賛助会員 (株)北海道銀行　伊達支店 工藤　新一 052-0024 伊達市鹿島町１３－３

216 賛助会員 (有)松原霊棺自動車 井口　直人 052-0022 伊達市梅本町２４－７

217 賛助会員 室蘭信用金庫　伊達支店 本田　靖幸 052-0021 伊達市末永町６９－１

218 賛助会員 （有）リアルエステート 吉舌　豊弘 052-0035 伊達市長和町１５７
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