
連番 担当地本 事業所名 事業所ＨＰ

1 帯広地本 愛和産業株式会社 -

2 帯広地本 株式会社アスビック　北見支店 http://www.lilac.co.jp/asbic/

3 帯広地本 有限会社阿部板金工業 -

4 帯広地本 安全運送株式会社 -

5 帯広地本 株式会社イナコーポレーション -

6 帯広地本 有限会社ＳＧＳ -

7 帯広地本 荏原環境プラント株式会社　帯広管理事務所 -

8 帯広地本 株式会社エンバーリソート -

9 帯広地本 大槻理化学株式会社 http://www.ohtsuki-r.co.jp/

10 帯広地本 株式会社大平畜産工業 http://www.ohirabeef.com/

11 帯広地本 小川建設工業株式会社 http://www.ogawagroup.com/

12 帯広地本 学校法人帯広葵学園 -

13 帯広地本 帯広地方卸売市場株式会社 http://www.obihirosijyo.co.jp/

【帯広地方協力本部】　（http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/）

地本長認定協力事業所

http://www.lilac.co.jp/asbic/
http://www.ohtsuki-r.co.jp/
http://www.ohirabeef.com/
http://www.ogawagroup.com/
http://www.obihirosijyo.co.jp/


14 帯広地本 協同組合オホーツクウッドピア -

15 帯広地本 カネサキサキ糧穀株式会社 -

16 帯広地本 有限会社共栄土木運輸 -

17 帯広地本 農事組合法人グリーンファーム -

18 帯広地本 コウケツ建設工業株式会社 -

19 帯広地本 光洋警備株式会社 http://koyokeibi.com/

20 帯広地本 三星運輸株式会社 -

21 帯広地本 有限会社サンライズセキュリティ -

22 帯広地本 サンライズ道東販売株式会社 -

23 帯広地本 農事組合法人Ｊリード http://j-lead.com/

24 帯広地本 鹿追貨物自動車株式会社 -

25 帯広地本 有限会社標津警備社 -

26 帯広地本 社会福祉法人清水旭山学園 http://asahiyama.or.jp/

27 帯広地本 仁木工業株式会社 -

28 帯広地本 株式会社ズコーシャ http://www.zukosha.co.jp/

29 帯広地本 有限会社セーフティガードシステム -
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30 帯広地本 株式会社関木材工業 -

31 帯広地本 株式会社第一自動車学校（帯広第一自動車学校） http://www.dai1-menkyo.com/

32 帯広地本 大新東株式会社　道東営業所 http://www.shidax.co.jp/

33 帯広地本 株式会社タカケン http://www.k-takaken.co.jp/

34 帯広地本 株式会社データーベース　帯広事業所 -

35 帯広地本 株式会社データーベース 帯広東事業所 -

36 帯広地本 株式会社データーベース 幕別事業所 -

37 帯広地本 株式会社道東クリエイト http://betsukai.biz/ens/view/000191

38 帯広地本 株式会社東洋実業　釧路営業所 http://www.toyojitsugyo.com/

39 帯広地本 株式会社ＴＲＡＮＳ -

40 帯広地本 株式会社中標津都市施設管理センター http://www.yumemori.jp/

41 帯広地本 有限会社奈良精肉店 http://daijuen.com/

42 帯広地本 株式会社西春別自動車工業 -

43 帯広地本 日本通運株式会社　帯広支店 -

44 帯広地本 一般財団法人日本森林林業振興会旭川支部北見支所 http://www.center-green.or.jp/kitami/

45 帯広地本 医療法人社団博愛会 http://www.hakuaikai.org/

http://www.dai1-menkyo.com/
http://www.shidax.co.jp/
http://www.k-takaken.co.jp/
http://betsukai.biz/ens/view/000191
http://www.toyojitsugyo.com/
http://www.yumemori.jp/
http://daijuen.com/
http://www.center-green.or.jp/kitami/
http://www.hakuaikai.org/


46 帯広地本 株式会社林屋網走セントラルホテル http://www.abashirich.com/

47 帯広地本 株式会社美警 http://www.bikei-946.jp/

48 帯広地本 株式会社美幌自動車学校 -

49 帯広地本 株式会社ファイン -

50 帯広地本 藤工業株式会社 -

51 帯広地本 株式会社プロト警備保障 -

52 帯広地本 株式会社北栄運輸 http://hokuei.east-hokkaido.co.jp/

53 帯広地本 社会福祉法人めぐみ会北寿園 http://www.k-megumikai.or.jp/

54 帯広地本 社会福祉法人北勝光生会 http://www.rikubetsu.or.jp/

55 帯広地本 北海道クリーン開発株式会社　北見営業所 http://hwww.h-c-k.jp/

56 帯広地本 北海道製鎖株式会社 http://hskchain.jp/

57 帯広地本 北海道東急ビルマネジメント株式会社 http://www.h-tokyu-bm.co.jp/

58 帯広地本 北海道有線放送株式会社 http://www.hokkaido-yusenhoso.com/

59 帯広地本 有限会社北海陸運 -

60 帯広地本 毎昭宅建株式会社 -

61 帯広地本 宮坂建設工業株式会社 -
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62 帯広地本 めむろ新嵐山株式会社 http://shin-arashiyama.jp/

63 帯広地本 株式会社もっかいトラスト　帯広営業所 http://www.hokkai-s.co.jp/

64 帯広地本 有限会社雄勝 -

65 帯広地本 有限会社和幸紙業 -

66 帯広地本 渡邊清掃株式会社 http://www.watanabeseisou.com/
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