
法人名 代表者氏名 郵便番号 住所

1 正会員 （株）相内運輸 相内　信輝 059-0025 登別市大和町２－１５－１

2 正会員 （株）相内建設 相内　信輝 059-0025 登別市大和町２－１５－１

3 正会員 アイクス（株） 佐々木　良一 059-0033 登別市栄町３－３－４

4 正会員 （株）東川 東川　博文 059-0464 登別市登別東町２－２９－３

5 正会員 （有）荒川設備 荒川　昌伸 059-0033 登別市栄町３－１８－５

6 正会員 (株)アラシスチールエナジー 嵐　孝之 059-0023 登別市桜木町４－８－９

7 正会員 荒関塗装工業(株) 荒関　光彦 059-0033 登別市栄町４－２５－５

8 正会員 石田テンレイ(株) 石田　佳久 059-0023 登別市桜木町１－２７－１

9 正会員 （有）市岡組 板垣　邦俊 059-0036 登別市美園町３－３６－１

10 正会員 伊藤運輸（株） 伊藤　正広 059-0462 登別市富浦町４－１－２

11 正会員 （株）伊藤電機商会 伊藤　光一 059-0014 登別市富士町２－１１－１

12 正会員 いぶり中央漁業協同組合 松田　嘉邦 059-0466 登別市登別港町１－２８

13 正会員 上田商事（株） 上田　朗大 059-0015 登別市新川町２－５－１

14 正会員 （有）上田興産 上田　博子 059-0011 登別市常盤町１－１４－３

15 正会員 (株)上田商会 上田　朗大 059-0015 登別市新川町２－５－１

16 正会員 （有）植村燃料 本谷内　務 059-0032 登別市新生町３－４－２

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

18 正会員 (株)エムクオリティサービス 森谷　孝 059-0035 登別市若草町４－７－２

19 正会員 (有)エムワンネット 長田　基行 059-0032 登別市新生町３－１９－２

20 正会員 エラ自動車工業（株） 江良　貴志 059-0033 登別市栄町２－１０－１

21 正会員 （株）エル坂本 坂本　信隆 059-0014 登別市富士町２－９－５

22 正会員 オール設備（株） 尾形　勝夫 059-0012 登別市中央町１－４－１０

23 正会員 小原製麺（株） 畑山　明美 059-0013 登別市幌別町７－３－２

24 正会員 （有）貝澤組 貝澤　厚志 059-0001 登別市新栄町１－３１

25 正会員 （医）開田医院 開田　博之 059-0012 登別市中央町５－４－３

26 正会員 （有）花鐘 山口　紋加 059-0551 登別市登別温泉町１３４

27 正会員 （株）勝また 勝俣　智 059-0012 登別市中央町１－６－３

28 正会員 （株）カナザワ 金沢　優 059-0012 登別市中央町２－２０－２０

29 正会員 カネカ冷蔵（株） 富田　敦之 059-0034 登別市鷲別町１－４－２

30 正会員 （株）兼丸加地鉄工所 加地　芳宗 059-0013 登別市幌別町２－１０

31 正会員 (有)カ－フレンドうえはら 上原　光男 059-0033 登別市栄町４－３－７

32 正会員 (有)亀谷工業所 亀谷　國雄 059-0028 登別市富岸町３－１８－６１

33 正会員 （有）かめや 亀谷　和人 059-0034 登別市鷲別町３－２０－１０
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34 正会員 （有）カルルス温泉 日野　安信 059-0553 登別市カルルス町１４

35 正会員 (株)川内建設 川内　義隆 059-0017 登別市柏木町４－２４－１８

36 正会員 川口興業（株） 川口　隆司 059-0001 登別市新栄町１－３８

37 正会員 （有）川尻自工 川尻　肇 059-0025 登別市大和町２－２４－４

38 正会員 川田自動車工業（株） 川田　弘教 059-0013 登別市幌別町７－２２－１

39 正会員 （有）川浪商事 川浪　哲也 059-0035 登別市若草町４－６－３

40 正会員 （有）川西燃料 川西　悟 059-0464 登別市登別東町４－５

41 正会員 （有）管工設備 貫山　壽満 059-0032 登別市新生町４－６－６

42 正会員 (株)岸本 阿部　光雄 059-0013 登別市幌別町８－８

43 正会員 (有)貴泉堂 吉田　武史 059-0551 登別市登別温泉町４６

44 正会員 （有）木村工務店 木村　茂 059-0017 登別市柏木町４－２９－８７

45 正会員 木村電機工業（株） 木村　穣 059-0013 登別市幌別町３－９－１

46 正会員 (有)共和システム 記内　議満 059-0036 登別市美園町２－２－４

47 正会員 (株)草塩建設 草塩　忠幸 059-0012 登別市中央町３－１２－４

48 正会員 （有）邦商 小林　貴秀 059-0028 登別市富岸町２－１１－９

49 正会員 （有）蔵観光 河西　英一 059-0551 登別市登別温泉町７６－８

50 正会員 クリーンビル開発（株） 西尾　拓也 059-0003 登別市千歳町２－１０－３

51 正会員 (有)グリーンベル 丸田　和敏 059-0025 登別市大和町１－１１－２

52 正会員 慶大産業運輸（有） 井谷　美雄 059-0462 登別市富浦町３－６

53 正会員 建成ホーム（株） 前野　延康 059-0028 登別市富岸町３－４３－２

54 正会員 (株)ゴウダ 鈴木　雅善 059-0016 登別市片倉町２－２４－２６

55 正会員 （有）宏徳鉄工所 藤島　由美子 059-0033 登別市栄町３－１６－６

56 正会員 （宗）光明寺 吉田　勝彦 059-0464 登別市登別東町４－７－１

57 正会員 興和工業(株) 鈴木　高士 059-0001 登別市新栄町１－１２

58 正会員 （有）幸和商事 佐藤　幸一 059-0012 登別市中央町１－２－１

59 正会員 ことぶき商事(株) 千葉　みどり 059-0463 登別市中登別町２４

60 正会員 小林興業（有） 小林　祐司 059-0464 登別市登別東町２－１７－３

61 正会員 （有）小林商店 小林　聡 059-0463 登別市中登別町１７０

62 正会員 （有）KOBETSU 千葉　信一 059-0033 登別市栄町３－２２－１４

63 正会員 五稜石油(株) 瀧田　透 059-0012 登別市中央町３－１９－１

64 正会員 （有）齋藤鉄工 齋藤　六男 059-0464 登別市登別東町２－２２－７

65 正会員 （有）酒井塗装店 酒井　真人 059-0012 登別市中央町１－１５－５

66 正会員 （有）栄商事 及川　洋 059-0464 登別市登別東町２－３５－５
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67 正会員 （株）佐々木組 佐々木　修 059-0028 登別市富岸町３－４２－１

68 正会員 サポートフレンズ(株) 田中　循二 059-0032 登別市新生町１－１５－１４

69 正会員 三協資源（株） 三浦　真彦 059-0025 登別市大和町２－２５－１

70 正会員 （有）山静館 工藤　昭雄 059-0553 登別市カルルス町１６

71 正会員 (株)篠田牧場 篠田　教雄 059-0031 登別市上鷲別町１６９

72 正会員 （株）篠原運輸 篠原　嘉都三 059-0028 登別市富岸町３－４２－２０

73 正会員 （有）しぶた食品 渋田　和子 059-0034 登別市鷲別町１－７－７

74 正会員 （有）シボレー 工藤　勝雄 059-0464 登別市登別東町３－５－１

75 正会員 清水商会（株） 清水　行海 059-0003 登別市千歳町１－２４－１

76 正会員 （株）シャルレ朋信 菅原　朋子 059-0035 登別市若草町４－１－４

77 正会員 住研ホーム（株） 古本　明 059-0028 登別市富岸町２－２８－１６

78 正会員 昭和生コン（株） 新屋　卓 059-0025 登別市大和町１－２－１６

79 正会員 （株）白川電器店 山口　慎二 059-0015 登別市新川町１－６－１１

80 正会員 (株)伸栄コンサル 安江　一博 059-0015 登別市新川町１－１１－６

81 正会員 （宗）真宗寺 森口　達 059-0034 登別市鷲別町１－３３－２

82 正会員 (有)水道屋 二階堂　裕司 059-0032 登別市新生町１－１２－２

83 正会員 （株）末永電気工事 末永　敏夫 059-0001 登別市新栄町１－６１

84 正会員 (株)鈴木旅館 鈴木　寿一 059-0553 登別市カルルス町１２

85 正会員 （宗）仙海寺 及川　聖光 059-0026 登別市若山町２－４３－２２

86 正会員 （宗）千光寺 笠谷　教正 059-0012 登別市中央町２－１－３

87 正会員 （医）千寿会 三愛病院 千葉　泰二 059-0493 登別市中登別町２４－１２

88 正会員 （有）曹栄ロジテック 後藤　雅彦 059-0003 登別市千歳町２－１２

89 正会員 （有）第一工芸社 山田　純一郎　 059-0013 登別市幌別町５－１－１

90 正会員 （株）第一滝本館 南　智子 059-0595 登別市登別温泉町５５

91 正会員 （宗）大英寺 志山　弘道 059-0017 登別市柏木町２－１－１

92 正会員 （株）大黒屋プラザビル 坂井　淑子 059-0551 登別市登別温泉町５０

93 正会員 (株)ダイヤクリーニング 中村　文彦 059-0035 登別市若草町２－１４－１４

94 正会員 （有）高崎建設 高崎　和敏 059-0015 登別市新川町３－７－１８

95 正会員 （株）高砂機鋼 石川　豊 059-0026 登別市若山町１－４－５

96 正会員 高砂コンダックス(株) 石川　元 059-0551 登別市登別温泉町５９－１

97 正会員 （株）高田建設 高田　茂徳 059-0028 登別市富岸町２－２８－１８

98 正会員 （株）滝本イン 南　智子 059-0551 登別市登別温泉町７６－２

99 正会員 （有）田中時計店 田中　清一 059-0036 登別市美園町２－１－１
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100 正会員 （株）谷澤組 谷澤　裕一 059-0034 登別市鷲別町５－１４－３

101 正会員 （有）玉川商店 玉川　裕史 059-0551 登別市登別温泉町４９

102 正会員 （有）田村建設 田村　　観 059-0464 登別市登別東町２－６－１

103 正会員 （株）だるまや 梯　丈彦 059-0012 登別市中央町４－７－１

104 正会員 千葉板金工業（株） 千葉　満宣 059-0026 登別市若山町１－２１－１

105 正会員 （有）中栄運輸 奥下　博 059-0033 登別市栄町３－１－２

106 正会員 （有）對馬工業 対馬　清道 059-0013 登別市幌別町６－５－５

107 正会員 （有）土田アルミ 土田　耕二 059-0023 登別市桜木町２－２６－４２

108 正会員 （有）デザインワークエーヂ 和泉　薫 059-0013 登別市幌別町６－２０－３４

109 正会員 （有）寺田商事 寺田　隆穂 059-0012 登別市中央町２－１１－１２　　

110 正会員 （株）でんきのシマムラ 島村　義隆 059-0464 登別市登別東町４－１１－１

111 正会員 （株）東亜・ソロ・リフォーム 森　貞吉 059-0013 登別市幌別町６－５－１

112 正会員 (有)東進建設 佐藤　茂樹 059-0012 登別市中央町６－３－５

113 正会員 （宗）透禅寺 峰田　謙二 059-0034 登別市鷲別町３－２３－２

114 正会員 （株）東測 千葉　茂 059-0012 登別市中央町１－３－５

115 正会員 （株）道南商事 稲原　篤仁 059-0002 登別市幸町５－７－３３

116 正会員 道南ソイルコンサルタント（株） 福嶋　満 059-0032 登別市新生町３－１８－１９

117 正会員 道南平塚食品（株） 平塚　正雄 059-0013 登別市幌別町４－１２－１

118 正会員 （株）東洋興業 渡辺　京子 059-0001 登別市新栄町１－３２

119 正会員 東洋舗道（有） 廣内　睦男 059-0033 登別市栄町４－４－８

120 正会員 （有）登和清掃 村上　直人 059-0001 登別市新栄町１－４１

121 正会員 登和石油（株） 和田　卓士 059-0465 登別市登別本町３－１８－１

122 正会員 遠田建設（株） 遠田　耕治 059-0024 登別市緑町２－３１－３

123 正会員 常盤建設（株） 中川　一成 059-0012 登別市中央町４－１－１８

124 正会員 (株)戸田設備 戸田　稔 059-0034 登別市鷲別町６－３３－４

125 正会員 (有)富澤板金工業 冨澤　良男 059-0001 登別市新栄町１－３３

126 正会員 （有）とろろん企画 吉田　光雄 059-0551 登別市登別温泉町４６

127 正会員 (株)永田塗装 永田　和也 059-0013 登別市幌別町７－７－５

128 正会員 （宗）日教寺 山本　暁祥 059-0036 登別市美園町３－１１－２

129 正会員 (有)日昇自動車 鎌田　琢新 059-0025 登別市大和町２－37－7

130 正会員 （有）日新電設 三上　政博 059-0034 登別市鷲別町６－２８－２

131 正会員 日登機械（株） 松嶋　秀彰 059-0033 登別市栄町３－８－１

132 正会員 野口観光（株）登別プリンスホテル 野口　秀夫 059-0551 登別市登別温泉町２０３－１
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133 正会員 登別奥の湯温泉（株） 野口　秀夫 059-0551 登別市登別温泉町２０３－１

134 正会員 登別温泉ケーブル（株） 宮崎　靖志 059-0551 登別市登別温泉町２２４

135 正会員 登別温泉(株) 栗林　和徳 059-0551 登別市登別温泉町６０－１５

136 正会員 （株）登別温泉観光ホテル滝乃家 須賀　秀郎 059-0551 登別市登別温泉町１６２

137 正会員 （有）登別家具センター近江 三国　啓三 059-0003 登別市千歳町３－１９－７

138 正会員 登別ガス（協） 斉藤　正史 059-0001 登別市新栄町１－３９

139 正会員 （有）登別観光物産店 黒田　敏之 059-0551 登別市登別温泉町６０

140 正会員 （株）登別グランドホテル 中牧　昇一 059-0592 登別市登別温泉町１５４

141 正会員 登別クリーンサービス（株） 大野　宇樹 059-0001 登別市新栄町１－３９

142 正会員 (株)登別建設会館 草塩　忠幸 059-0012 登別市中央町４－１１　　　　　　

143 正会員 登別商工会議所 木村　義恭 059-0012 登別市中央町５－６－１

144 正会員 （協）登別中央ショッピングセンター 亀谷　和人 059-0012 登別市中央町４－１１

145 正会員 （有）登別北自運輸 熊谷　慎吾 059-0001 登別市新栄町１－４０

146 正会員 （株）登別リゾ－ト開発 柴田　大介 059-0552 登別市上登別町９－１

147 正会員 （学）登別立正学園 木村　義恭 059-0023 登別市桜木町２－５－３

148 正会員 （有）芳賀建設 芳賀　和也 059-0028 登別市富岸町２－９－１

149 正会員 （有）長谷川商事 小がね新生店 長谷川　幸光 059-0032 登別市新生町４－１－２

150 正会員 （有）長谷部配管工業 長谷部　裕幸 059-0034 登別市鷲別町３－２９－４

151 正会員 (有)花善 横尾　逸郎 059-0012 登別市中央町４－９－５

152 正会員 浜田金属板金(株) 濱田　一夫 059-0013 登別市幌別町２－３－４

153 正会員 （株）林田建設 林田　康光 059-0034 登別市鷲別町５－８－８

154 正会員 （株）ビケンワーク 小和田　司 059-0001 登別市新栄町１－２９

155 正会員 (株)廣部配管 廣部　勝克 059-0024 登別市緑町2-3

156 正会員 （有）美容室装苑 本間　恵子 059-0014 登別市富士町５－１－３

157 正会員 (株)ファルコン 大村　　登喜夫 059-0028 登別市富岸町２－１１－１２

158 正会員 (株)藤田設備工業 藤田　隆 059-0466 登別市登別港町１－４－３１

159 正会員 （有）布施野鉄筋 布施野　清孝 059-0024 登別市緑町２－８

160 正会員 （有）ベストでんか 高橋　浩一 059-0035 登別市若草町３－１０－１２

161 正会員 （株）宝山堂中島薬局 斉藤　正史 059-0034 登別市鷲別町３－２０－５

162 正会員 （有）北欧冷機工業 小笠原　晃 059-0464 登別市登別東町２－１５－７

163 正会員 （有）北翔建設 渡部　勉 059-0023 登別市桜木町３－２０－４

164 正会員 （株）北信建設 田崎　敏雄 059-0013 登別市幌別町４－１４

165 正会員 (株)北都建設 中塚　信 059-0023 登別市桜木町３－３－９
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166 正会員 北硫建設(株) 芹川　誠明 059-0025 登別市大和町２－１９－３

167 正会員 北海電機販売(株) 藤澤　幸作 059-0023 登別市桜木町３－１２－３

168 正会員 （株）北海道マリンパーク 加森　公継 059-0492 登別市登別東町１－２２

169 正会員 北海パイプライン(株) 佐藤　高宏 059-0013 登別市幌別町５－１０

170 正会員 (有)ポットエイト 古本　秀一 059-0032 登別市新生町１－１８－１

171 正会員 （有）ボデーショップはらだ 原田　潤 059-0025 登別市大和町２－４５－６

172 正会員 （有）堀江石材土木 堀江　浩之 059-0464 登別市登別東町１－１７－１２

173 正会員 （医）堀尾医院 堀尾　昌司 059-0014 登別市富士町６－２１－１

174 正会員 （宗）本晃寺 藤田　浄 059-0012 登別市中央町１－７－１

175 正会員 (有)誠住宅設備プランニング 山下　誠二 059-0033 登別市栄町４－１２－４

176 正会員 (株)松尾測量 松尾　豪 059-0035 登別市若草町３－４－１０

177 正会員 (株)松見建具店 山本　芳幸 059-0014 登別市富士町７－４８－７

178 正会員 丸正ミート（株） 森　康紀 059-0012 登別市中央町６－１４－２

179 正会員 （株）丸平平塚商店 平塚　秀則 059-0551 登別市登別温泉町７６

180 正会員 （有）マルフク武澤水産 宇佐美　正勝 059-0462 登別市富浦町１－２４－７

181 正会員 （有）丸文成田商店 成田　光男 059-0464 登別市登別東町２－１０－５

182 正会員 ミウラ塗装工業（株） 笹口　裕二 059-0017 登別市柏木町３－２９－２

183 正会員 （有）水口企業 酒井　一吉 059-0012 登別市中央町５－１－１

184 正会員 （有）みとや 大木戸　松男 059-0012 登別市中央町２－６－２

185 正会員 （有）みどり薬局 村上　慎一 059-0014 登別市富士町５－１－１

186 正会員 (株)宮武建設 丸山　美穂子 059-0024 登別市緑町１－１４－１

187 正会員 （有）村上薬局 村上　慎一 059-0014 登別市富士町５－１－１

188 正会員 （株）室蘭典礼社 土生　憂子 059-0035 登別市若草町１－５－１

189 正会員 （有）明豊建設 佐藤　英雄 059-0023 登別市桜木町５－１２－５０

190 正会員 （株）明北電機工業 有田　靖雄 059-0001 登別市新栄町１－３０

191 正会員 （有）木舎　　　　　 佐々木　宏正　 059-0551 登別市登別温泉町７６－６

192 正会員 （株）望月製麺所 望月　一延 059-0001 登別市新栄町１－１４

193 正会員 守屋建装(株) 守屋　聡 059-0026 登別市若山町３－３４－１

194 正会員 （有）やきとり一平登別店 勝間　広靖 059-0464 登別市登別東町２－２６－２

195 正会員 柳町建設(株) 高田　茂徳 059-0028 登別市富岸町２－２８－１８

196 正会員 （有）山下配管工業 山下　憲一 059-0023 登別市桜木町３－１２－７

197 正会員 (株)山田測量設計 山田　新一 059-0013 登別市幌別町４－１１－１

198 正会員 （株）ヤマトマシーン 岩崎　忠 059-0025 登別市大和町１－２－６

6



法人名 代表者氏名 郵便番号 住所

登別支部会員名簿（令和4年3月31日現在：五十音順）

199 正会員 山福福島建設（株） 木村　利千子 059-0464 登別市登別東町４－１３－５

200 正会員 （医）友愛会 恵愛病院 村下　十支文 059-0034 登別市鷲別町２－３２－１

201 正会員 （宗）湯沢神社 059-0551 登別市登別温泉町１０６

202 正会員 （医）ヨシダ歯科 吉田　和広 059-0035 登別市若草町２－１４－３

203 正会員 (株)吉野電気商会 吉野　洋一 059-0026 登別市若山町１－５－１

204 正会員 (株)ライフ・ガード 尾張　健一 059-0033 登別市栄町４－１９－１

205 正会員 (株)リフィット 佐久間　清司 059-0032 登別市新生町４－２３－７

206 正会員 （有）ろくもん銭 大島　淳一 059-0035 登別市若草町２－１３－４

207 正会員 （株）ロックウェル御やど清水屋 岩井　重憲 059-0551 登別市登別温泉町１７３

208 正会員 （有）我妻保温工業所 我妻　春男 059-0033 登別市栄町２－２１－６

209 正会員 （株）ワシザワ商事 鷲沢　正一 059-0012 登別市中央町１－４－６

210 賛助会員 （株）大和石材 大島　秀雄 059-0464 登別市登別東町２－１２－１

211 賛助会員 伊達市農業（協）登別支所 目黒　俊幸 059-0012 登別市中央町１－１０－４

212 賛助会員 ト－ホウリゾ－ト(株) 唐神　昌子 059-0551 登別市登別温泉町１００

213 賛助会員 (株)北洋銀行　登別支店 市野　純也 059-0032 登別市新生町２－２３－１２

214 賛助会員 北海道曹達（株）　幌別事業所 八木　健司 059-0003 登別市千歳町２－１２

215 賛助会員 室蘭信用金庫　幌別支店 豊原　仁 059-0012 登別市中央町２－１６－７
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