
 

 

 

※青色の会員様名をクリックしていただくと、会員様ホームページへリンクします。 

＜医療関連＞   

◇医療法人王子総合病院 ◇(医社)保生会 沖医院 ◇(医社)玄洋会 道央佐藤病院 

◇(社医)平成醫塾苫小牧東病院 ◇(医)大島記念会苫小牧緑ヶ丘病院 ◇ファーマライズ㈱ふじい薬局 

   

＜エネルギー・燃料関連＞   

◇阿部商事㈱ ◇出光リテール販売㈱ ◇岩倉商事㈱ 

◇㈱たいせい ◇苫ガス燃料㈱ ◇㈱苫小牧エネルギー公社 

◇苫小牧ガス㈱ ◇苫小牧熱供給㈱ ◇フジタ産業㈱ 

◇北海道エネルギー㈱ ◇㈱丸弘電化センター  

   

＜金融・保険・信販関連＞   

◇㈲スマイル保険企画 ◇苫小牧信用金庫 ◇苫小牧保険設計㈱ 

◇㈱日専連パシフィックとまこまい ◇㈲山田企画  

   

＜組合・協会・会議所等団体＞   

◇糸井南浜菊クラブ ◇生活協同組合コープさっぽろ ◇(一社)苫小牧観光協会 

◇苫小牧管工事業協同組合 ◇とまこまい広域農業協同組合 ◇苫小牧市遺族会 

◇苫小牧市民生委員児童委員協議会 ◇苫小牧商工会議所 ◇苫小牧地区トラック事業協同組合 

◇苫小牧弁当仕出協同組合 ◇苫小牧和朗会 ◇日吉町明和会 

   

＜港湾関連＞   

◇苫小牧港開発㈱ ◇苫小牧埠頭㈱  

   

＜自動車関連＞   

◇㈱伊尾自動車 ◇スガノオート㈱ ◇㈱セルオート 

◇トヨタカローラ苫小牧㈱ ◇トヨタ自動車北海道㈱ ◇ネッツトヨタ苫小牧㈱ 
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http://www.ojihosp.or.jp/
http://www.douousatou.or.jp/
http://www.health-heart-hope.com/
http://www.t-midorigaoka.or.jp/
https://www.pharmarise.com/
http://www.taisei-lpg.co.jp/
https://nenryo.tomagas.co.jp/
https://www.tomagas.co.jp/
http://www.tomanetsu.co.jp/
http://www.tomashin.co.jp/
http://www.tomaho.net/
http://www.33-2000.com/
http://active-yamada.biz/
http://www.tomakomai-kanko.jp/
http://www1.tomakomai.or.jp/kankoji/
http://www.ja-tomakomaikouiki.com/
http://tomakomaicci.jp/
http://www.tomakai.com/
https://kobac-tomakomai01.com/
http://www.suganoauto.com/
http://www.corolla-tomakomai.co.jp/
http://www.tmh.co.jp/


＜建設・土木・測量関連＞   

◇青地建設工業㈱ ◇㈱秋村組 ◇㈱阿部工業所 

◇粟野建設㈱ ◇㈱胆振 ◇岩倉建設㈱ 

◇㈱大久保測量 ◇㈱大滝組 ◇㈱岡部工務店 

◇鹿島道路㈱ ◇㈱勝田組 ◇川口建設工業㈱ 

◇㈱カンシャス ◇北澤建設工業㈱ ◇㈱久慈重機 

◇栗林機工㈱ ◇㈲建武興業 ◇鴻野建設㈱ 

◇㈱三商 ◇㈲シノムラ内装店 ◇住拓工業㈱ 

◇㈱住吉組 ◇世紀東急工業㈱ ◇盛興建設㈱ 

◇㈱清野土木 ◇大翔興業㈱ ◇大進建設㈱ 

◇㈲拓新工業 ◇㈱田中組 ◇㈱タナカコンサルタント 

◇タマガワ塗装㈱ ◇道央工商㈱ ◇道路建設㈱ 

◇道路工業㈱ ◇苫小牧東京重機㈱ ◇苫重建設㈱ 

◇長岡造園㈱ ◇㈱中島土建 ◇㈲成川板金工業所 

◇西尾木材㈱ ◇楡建設㈱ ◇ニワ建設㈱ 

◇㈱百花園 ◇ホクニチ㈱ ◇北海土建工業㈱ 

◇㈱ホリケンラボ ◇前田測量㈱ ◇㈱松浦組 

◇丸彦渡辺建設㈱ ◇㈱水堀組 ◇㈱ミナミ工業 

◇㈱ミヤケン ◇㈱モリ ◇㈱山口技研コンサルタント 

◇㈱山口工業所 ◇㈲ライブビジョン ◇㈱渡辺工務店 

   

＜清掃・ビル管理・廃棄物・消毒関連＞  

◇㈱ダスキンサンフラワー ◇㈱苫小牧エージェンシー ◇㈱苫小牧再資源センター 

◇㈱苫小牧清掃社 ◇ＴOMASEIホールディングス株式会社 ◇㈱とまビルサービス 

◇ビケンビルサービス㈱ ◇北海道クリーン開発㈱ ◇北海道ビル綜合管理㈱ 

◇北海道防疫燻蒸㈱ ◇山本浄化興業㈱  

   

http://www13.plala.or.jp/aochi-kk
http://www.akimura.biz/
http://www.iwakura-kensetsu.jp/
http://www.okubo-corp.com/
http://www.touryo-okabe.jp/
https://kitazawakensetsukogyo.co.jp/
http://www.kuji-juki.com/
https://www.kikounet.co.jp/
https://sinomura.co.jp/
https://www.seikoh-kk.co.jp/
http://www11.plala.or.jp/taisin/
http://www.tanakagumi.co.jp/
https://tanakaconsul.co.jp/
http://tamagawa-tosou.com/
http://www.douken.co.jp/
http://www.tomaju.co.jp/
http://nagaokazouen.com/
http://niwa-kk.com/
https://www.hyakkaen-green.com/
http://www.horikenlabo.jp/
http://www.maruhiko.co.jp/
http://www.kk-minami3.com/
https://yamaguchikougyousyo.yk5288.co.jp/
https://live-vision.jp/
http://www.watanabe-homes.co.jp/
http://www.tomakomai-seisousya.co.jp/
http://www.tomasei.net/
http://www.billsogo.co.jp/
https://www.doukun.net/
http://www.more-clean.co.jp/


＜宗教・葬祭関連＞   

◇樽前山観音寺 ◇宗教法人 中央院 ◇㈱丸松博愛舎 

◇めもりあるグループホールディングス㈱   

   

＜情報・印刷・広告・デザイン関連＞  

◇あさひ印刷㈱ ◇さかえ印刷㈱ ◇㈱須田製版 

◇㈱とまみん印刷センター   

   

＜製造業関連＞   

◇アイシン北海道㈱ ◇㈱イワクラ ◇岩倉化学工業㈱ 

◇王子製紙㈱ ◇鬼頭木材工業㈱ ◇ＤＩＣ北日本ポリマ㈱ 

◇苫小牧王子紙業㈱ ◇㈱苫小牧協和サービス ◇日本製紙白老サポート㈱ 

   

＜電気工事関連＞   

◇一本松電気工事㈱ ◇㈱瀧澤電気工事 ◇野田電気設備㈱ 

◇不二工業㈱ ◇㈱古畑電機  

   

＜物流・運送・配送関連＞   

◇岩倉海陸運輸㈱ ◇ＮＸ北旺運輸㈱ ◇北日本エクスプレス㈱ 

◇協伸運輸㈱ ◇金星室蘭ハイヤー㈱ ◇栗林海陸輸送㈱ 

◇新成運輸㈱ ◇新和産業㈱ ◇第三運輸㈱ 

◇㈲高潮産業 ◇苫小牧栗林運輸㈱ ◇苫小牧木材港運㈱ 

◇㈱とまみんサービス ◇ナラサキスタックス㈱ ◇日本梱包運輸倉庫㈱ 

◇日本通運㈱ ◇㈱ふくしサービス ◇北海道宇部運送㈱ 

◇北海道エネルギー輸送㈱ ◇㈱ホベツ運輸  

   

＜不動産・倉庫関連＞   

◇今成興業㈱ ◇王子不動産㈱ ◇苫小牧倉庫㈱ 

◇ハスカップ不動産㈱   

http://www.marumatsu-h.co.jp/
http://www.memorial-gr.com/
http://www.aisin.com/jp/group/aisin-hokkaido/
http://www.tec-takizawa.co.jp/
http://www.nodadenki.jp/
http://www.kurinet.co.jp/kairiku/
http://shinwa-sangyou.co.jp/
http://www.kurinet.co.jp/tomakuri/
https://tomamin-service.jimdo.com/
https://www.nittsu.co.jp/
http://www.pitat.com/shopDetail/tomakomai.html
http://www.hasukappu.co.jp/


＜販売・小売・サービス業関連＞   

◇㈱Ｉ・ＴＥＣソリューションズ ◇㈱阿部文具 ◇㈱アングル 

◇㈱開発ストア ◇カクサダクリーニング㈱ ◇サニー事務器㈱ 

◇㈱しんどう ◇㈱ステージコンサルティング ◇スナック Sept. 

◇㈱創合通商 ◇TANZ DANCE STUDIO ◇㈱ちばふとん店 

◇㈲電器のキムラ ◇㈱トートー事務機 ◇㈱苫小牧オートリゾート 

◇(一社)苫小牧風花の会 ◇(公社)苫小牧市シルバー人材センター ◇苫小牧ヤクルト販売㈱ 

◇野田餅店 ◇㈱花よし生花店 ◇北海道 IR㈱ 

◇北海道コカ・コーラボトリング㈱ ◇ホテルウィングインターナショナル苫小牧 ◇ホテル杉田 

◇㈱ホテルニュー王子 ◇㈱まるい弁当（ブルマンズ㈱） ◇(合)丸幸金物店 

◇マルトマ苫小牧卸売㈱ ◇㈱三星 ◇㈱ミルシステム 

◇八起㈱ ◇㈱ユイットワークス ◇㈱吉本仏壇店 

   

＜苫小牧市議会会派＞   

◇苫小牧市議会改革フォーラム ◇苫小牧市議会会派市民 ◇苫小牧市議会公明党議員団 

◇苫小牧市議会新緑 ◇苫小牧市議会日本共産党市議団 ◇苫小牧市議会民主クラブ 

   

＜福祉関連＞   

◇軽費老人ホームアドーネス園 ◇特別養護老人ホームアポロ園 ◇(NPO)おおぞら 

◇㈲ケア・サービス苫小牧 ◇㈱コペル ◇(福)苫小牧慈光会 

◇苫小牧市手をつなぐ育成会 ◇苫小牧市錦岡児童センター ◇(福)苫小牧市福祉事業協会 

◇(福)錦岡福祉会 錦岡保育園 ◇(福)美々川福祉会 ◇(一社)りあん 

◇(福)緑星の里 ◇(合)レスペイト  

   

＜弁護士・税理士・会計士・社労士関連＞  

◇伊藤秀作税理士事務所 ◇上田会計事務所 ◇金田裕昭社会保険労務士事務所 

◇高田法律事務所 ◇綱木保利税理士事務所 ◇湯谷和彦税理士事務所 

 

http://www.itecsol.jp/
http://www.obara-megane.jp/
http://www.kaihatusta.co.jp/
http://www.sani-jimu.com/
http://www.stage2011.co.jp/
http://www.facebook.com/pages/category/pub/Sept-1549292578670869
http://www.tanz-dance.com/
http://chibafuton.jp/
http://www.denkiyasan.jp/denkinokimura/
http://tomakomai.mypl.net/shop/00000368406
http://webc.sjc.ne.jp/tomakomai/
https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/
http://www.hotelwing.co.jp/tomakomai/
https://www.hotelsugita.com/
https://newoji.co.jp/
http://marui-bento.com/product.html
http://www.marukou-kanamono.jp/
http://www.marutoma.com/
https://yoitomake.jp/
https://www.millsys.jp/
https://yaoki-tomakomai.jp/
http://uiatworks.co.jp/
https://www.yoshimotobutsudan.com/
http://www.yamatenosato.or.jp/
http://www.yamatenosato.or.jp/
http://www.instagram.com/npo_kazamidori/
http://www.care-net.biz/01/cstomakomai/
https://copelplus.copel.co.jp/school/tomakomai/
http://www.jikoukai.or.jp/
http://www.tomakomai-ikuseikai.org/
https://tomakomai-jidoucenter.com/
http://toma-jigyo.jp/
http://www.nishikiokahoikuen.jp/
http://bibigawa.or.jp/
http://www.ryokusei.or.jp/
http://hp.kaipoke.biz/x8y
https://kanedasr.web.wox.cc/
http://www.yutani-tax.com/

