留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

1 北海やん衆

留萌市開運町2丁目5番20-401 YSドリーム

海産物販売

2 （株）さんなすび

留萌市栄町3丁目1番27号

菓子小売業

3

留萌市錦町4丁目2-13

携帯販売

4 スズキ資販

留萌市堀川町2丁目95-4

建築材料卸売業

5 （株）西田商店

留萌市花園町3丁目

古物商

6 カワムラ自動車

留萌市見晴町4丁目1-4

自動車小売業

（株）ハスコムモバイル ドコモショップ留萌店

7 留萌市商店街振興組合連合会 留萌市錦町3丁目1-5

商店街の振興

8 ハッピーフーズ

留萌市明元町3丁目29-2

食肉卸売（小売）

9

江別市東野幌本町3-2

寝具販売

10 （株）ファーストスポーツ

留萌市開運町2丁目

スポーツ用品・がん具・娯楽用品

11 ホビーショップ時代屋

留萌市本町3丁目

スポーツ用品・がん具・娯楽用品

12 吉崎レコード楽器店

留萌市錦町3丁目47番地

スポーツ用品・がん具・娯楽用品

13 留萌釣具

留萌市幸町4丁目

スポーツ用品・がん具・娯楽用品

14 （有）安藤園茶舗

留萌市錦町3丁目

その他の飲食料品小売業

フランスベット販売（株）北海道支店

15 （株）ヤクルト北北海道留萌支店 留萌市末広町2丁目

その他の飲食料品小売業

16 太田商事（株）

留萌市開運町1丁目

その他の卸売業

17 （有）松原包装資材

留萌市住之江町1丁目

その他の卸売業

18 （株）細川仏壇花店

留萌市開運町2丁目

その他の小売業

19 (株)モリタ包装

留萌市開運町1丁目

その他の小売業

20 （有）陽鳥園杉本

留萌市錦町2丁目

その他の小売業

21 リメイク なごみ

留萌市錦町1丁目4-6

その他の小売業

22 江尻テント

留萌市開運町2丁目

その他の職別工事業

23 伊藤食品

留萌市栄町3丁目39番地

その他の食料品製造業

24 （有）カネサイチ鈴木

留萌市沖見町1丁目85-1

その他の食料品製造業

25 （株）フタバ製麺

留萌市栄町2丁目3番6号

その他の食料品製造業

26 デュエット

留萌市潮静1丁目5-22

婦人服小売

27 （有）薬のおざき

留萌市沖見町2丁目128番地

医薬品・化粧品小売業

28 （有）タニ薬局

留萌市錦町2丁目

医薬品・化粧品小売業

29 コスメハウス ぴぼっと

留萌市錦町2丁目

医薬品・化粧品小売業

30 FACESALON duｅ

留萌市錦町3丁目2ー41

医薬品・化粧品小売業

31 （有）ヘルスケア江戸

留萌市錦町3丁目

医薬品・化粧品小売業

32 ポーラ化粧品

留萌市栄町3丁目 古林ビル内 医薬品・化粧品小売業

33 メナード化粧品留萌中央代行店 留萌市幸町2丁目17-3

医薬品・化粧品小売業

34 （株）ヤハタ

留萌市開運町３丁目

医薬品・化粧品小売業

35 （有）かなもり

留萌市開運町2丁目4番34号

印章製造販売

36 （株）食産

留萌市花園町3丁目

飲食料品卸売業

37 （有）熊木商店

留萌市南町4丁目

飲食料品小売業

38 田覚商店

留萌市三泊町41番地

飲食料品小売業

39 田村商店

留萌市花園町2丁目

飲食料品小売業

40 （有）鳥谷部商店

留萌市住之江町1丁目41-2

飲食料品小売業

41 橋本商店

留萌市旭町3丁目

飲食料品小売業
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42 浜下食品ストアー

留萌市元町5丁目

飲食料品小売業

43 （株）福田商店

留萌市花園町4丁目1番3号

飲食料品小売業

44 （有）豊年屋商店

留萌市開運町3丁目4番16号

飲食料品小売業

45 マルエ榎本商店

留萌市春日町1丁目

飲食料品小売業

46 緑ヶ丘ストアー

留萌市緑ヶ丘町2丁目

飲食料品小売業

47 武藤商店

留萌市港町2丁目

飲食料品小売業

48 森永牛乳浜谷販売店

留萌市千鳥町4丁目107-37

飲食料品小売業

49 （有）山下商店

留萌市沖見町3丁目

飲食料品小売業

50 （有）室本万翠園

留萌市開運町3丁目4番地8

園芸サービス業

51 道北塩業（株）留萌営業所 留萌市東雲町1丁目25-5

塩卸小売業

52 モリモト家具店

留萌市錦町4丁目

家具・建具・畳小売業

53 朝妻電器

留萌市寿町3丁目

家庭用電気製品小売

54 （有）アラヤ家電

留萌市本町4丁目

家庭用電気製品小売

55 えんどう家電販売

留萌市沖見町6丁目36番地16 家庭用電気製品小売

56 （有）カンバヤシ

留萌市本町3丁目36番地の2

家庭用電気製品小売

57

留萌市南町3丁目43

家庭用電気製品小売

58 （株）さしかわ

留萌市開運町2丁目

家庭用電気製品小売

59 サトウ電器

留萌市堀川町2丁目87番地

家庭用電気製品小売

60 （有）中森電器

留萌市南町2丁目298番地

家庭用電気製品小売

61 （有）ホリ電器

留萌市本町2丁目16番地

家庭用電気製品小売

62 マサテック

留萌市東雲町2丁目85番地の24 家庭用電気製品小売

63 ヨコゼキ電器

留萌市五十嵐町1丁目4-7

家庭用電気製品小売

64 留萌電化（有）

留萌市本町2丁目26番地

家庭用電気製品小売

65 若杉電器

留萌市南町4丁目123-8

家庭用電気製品小売

66 一久庵

留萌市住之江町1丁目38番地 菓子・パン小売業

67 （株）千成家

留萌市錦町3丁目1番14

菓子・パン小売業

68 玉村製菓

留萌市本町2丁目

菓子・パン小売業

69 和洋菓子 のんのん

留萌市五十嵐町2丁目

菓子・パン小売業

70 ブラン

留萌市末広町3丁目4-2

菓子・パン小売業

71 山屋ベーカリー

留萌市栄町2丁目5-10

菓子・パン小売業

72 （有）ルモンド

留萌市錦町3丁目20番地1-6

菓子・パン小売業

73 DCMホーマック留萌店

留萌市南町4丁目74番地1

各種商品小売業

㈱デンコードー ケーズデンキ留萌パワフル館

74 （協）コープさっぽろ留萌店 留萌市野本町1-1

各種食料品小売業

75 （株）中央スーパー

留萌市錦町3丁目1番33号

各種食料品小売業

76 （有）うしろ商店

留萌市錦町3丁目

乾物小売業

77 （有）川上海産物店

留萌市錦町3丁目

乾物小売業

78 （株）ハチロ

留萌市栄町2丁目2番13号

管工事業（さく井を除く）

79 髙木商事（株）

留萌市明元町5丁目

漁網小売

80 渡辺漁網店

留萌市元町2丁目

漁網小売

81 （有）兼光金物店

留萌市旭町1丁目2番7号

金物・荒物小売業

82 樺沢商事（株）

留萌市錦町2丁目2-1

金物・荒物小売業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所
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83 （有）髙梨商事

留萌市栄町3丁目4番地1

靴・履物小売業

84 ハニックス（株）

留萌市本町1丁目

建築材料、鉱物・金属材料等卸小

85 （有）大沼ベニヤ商会

留萌市開運町2丁目3番9号

建築材料、鉱物・金属材料等卸売

86 興和産業（株）

留萌市春日町2丁目32

建築材料、鉱物・金属材料等卸売

87 大興商事（株）

留萌市栄町2丁目5番11号

建築材料、鉱物・金属材料等卸売

88 北鐘興産（株）留萌支店

留萌市開運町2丁目

建築材料、鉱物・金属材料等卸売

89 （株）赤沼商会

留萌市明元町6丁目8番地13

建築材料卸売業

90 ノース建商（株）

留萌市栄町2丁目

建築材料卸売業

91 （株）四十坊

留萌市錦町2丁目2番4号

呉服・服地・寝具小売業

92 タマヤ呉服店

留萌市栄町2丁目3-10

呉服・服地・寝具小売業

93 稚内製綱（株）留萌営業所 留萌市開運町2丁目8番4号

綱・網製造業

94 （株）栄進堂

留萌市栄町2丁目5番28号

事務機器小売

95 （株）浜田商事

留萌市旭町2丁目3番27号

事務機器小売

96 （株）ビジネスPLUS

留萌市栄町2丁目2-3

事務機器小売

97 リコージャパン（株）留萌営業所 留萌市開運町1丁目3-24

事務機器小売

98 東一時計眼鏡店

留萌市錦町1丁目3番4号

時計・眼鏡・光学機械小売業

99 （有）オプトメガネ

留萌市錦町3丁目

時計・眼鏡・光学機械小売業

100 （株）佐々木時計店

留萌市錦町1丁目

時計・眼鏡・光学機械小売業

101 ささもり時計店

留萌市栄町2丁目5-1

時計・眼鏡・光学機械小売業

102 田村時計店

留萌市開運町３丁目

時計・眼鏡・光学機械小売業

103 ナカムラ時計店

留萌市開運町1丁目

時計・眼鏡・光学機械小売業

104 メガネの和光

留萌市錦町1丁目7番52号

時計・眼鏡・光学機械小売業

105 （有）めがね屋

留萌市開運町1丁目117番地2 時計・眼鏡・光学機械小売業

106 （有）佐々木商会

留萌市錦町1丁目101番地

自転車小売業

107 鈴木暖房店

留萌市元町2丁目

自転車小売業

108 （有）栄屋

留萌市錦町4丁目2番地1

自動車・自転車小売業

109 ホンダ留萌販売

留萌市花園町3丁目2番5号

自動車・自転車小売業

110 旭川トヨタ自動車（株）留萌店 留萌市五十嵐町3丁目5番4号 自動車小売業
111 旭川トヨペット（株）留萌店 留萌市花園町5丁目6番1号

自動車小売業

112 旭川日産自動車（株）留萌店 留萌市野本町50番地

自動車小売業

113 （株）オートショップ信勝

留萌市栄町1丁目9-3

自動車小売業

114

留萌市南町4丁目127番地

自動車小売業

留萌市塩見町1503番地

自動車小売業

（有）オートプロデュース・アオヤマ

115 （有）カーライフ・ジャンボ

116 トヨタカローラ旭川（株）留萌店 留萌市花園町5丁目6番8号

自動車小売業

117 ネッツトヨタ旭川（株）るもい店 留萌市野本町73番地

自動車小売業

118 北海道マツダ販売（株）留萌店 留萌市東雲町1丁目22番1号

自動車小売業

119

留萌市野本町64番地

自動車賃貸業

120 もとまち 愛車館

留萌市元川町2丁目

自動車販売業

121

留萌市南町4丁目133-5

自動車部品小売

122 （有）横山車輌部品商会

留萌市千鳥町2丁目

自動車部品小売

123 タナカフォトスタジオ

留萌市錦町2丁目1番地18

写真業

（株）トヨタレンタリース旭川留萌店

ダンロップタイヤ北海道(株)留萌営業所

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所
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124 北酒販（株）留萌支店

留萌市沖見町3丁目

酒卸売業

125 （名）丸万 亀屋商店

留萌市開運町3丁目7番1号

酒小売業

126 （有）塚本商店

留萌市開運町3丁目

酒小売業

127 塚本商店

留萌市明元町4丁目

酒小売業

128 留萌ブックセンターby三省堂書店 留萌市南町4丁目73-1

書籍・文房具小売業

129 オフィス坂野

留萌市元町3丁目53-1

小売業

130

留萌市沖見町2丁目4番地

小売業

131 （株）ベジックパンダ

留萌市栄町2丁目4番24号

小売業

132 ジーンズショップおばら

留萌市開運町3丁目

織物・衣服・身の回り品小売業

133

滝川市流通団地1丁目3-22

食料・飲料卸売業

134 三嶋屋食品（有）

留萌市錦町1丁目3番10号

食料品製造業

135 赤間商店

留萌市元町5丁目154

生花小売業

136 （株）鶴屋

留萌市錦町3丁目

生花小売業

137 花日々

留萌市開運町3丁目5-30

生花小売業

138 北嶋製粉（株）

留萌市栄町2丁目6番2号

精穀・製粉業

139 （有）三和

留萌市見晴町6丁目200番地

専門サービス業（他に分類されな

140 梅月堂

留萌市花園町1丁目7番17号

専門サービス業（他に分類されな

141 安達商店

留萌市錦町4丁目

鮮魚小売業

142 つるかめ屋

留萌市五十嵐町1丁目4番25号 鮮魚小売業

143 （有）長田鮮魚店

留萌市栄町1丁目

鮮魚小売業

144 （有）日東商事

留萌市開運町3丁目5番1号

贈答品小売

145 （有）ハイパックワジマ

留萌市栄町3丁目1番28号

他に分類されない小売業

146 （有）山川総業

留萌市本町３丁目

中古品小売業（他に分類されない

147

留萌市栄町1丁目7-28

燃料卸小売業

148 澤井商事（株）

留萌市開運町1丁目5番36号

燃料小売業

149 三協石油（株）

留萌市栄町2丁目2‐6

燃料小売業

150 第一興産（株）留萌支店

留萌市栄町1丁目

燃料小売業

151 （有）大丸商事

留萌市花園町4丁目6番14

燃料小売業

152

留萌市南町1丁目34番地

燃料小売業

㈱サッポロドラッグストアー留萌店

北海道コカ・コーラボトリング（株）滝川販売課

北海道エナジティック（株）留萌営業所

エア・ウォーター・ライフソリューション（株）留萌サービスセンター

153 なかせき商事（株）留萌営業所 留萌市南町4丁目65番地1

燃料小売業

154

留萌市潮静2丁目1-5

燃料小売業

155 （有）前田燃料店

留萌市花園町2丁目4番地18

燃料小売業

156 山一熱器機（株）

留萌市本町1丁目42番地

燃料小売業

157 （株）正喜商会留萌支店

留萌市幸町3丁目30番地

農耕用品小売業

158 （株）ホーザイ

増毛町元阿分

発泡・強化プラスチック製品製造

159 岸商事（株）

留萌市開運町1丁目

婦人・子供服小売業

160 バード

留萌市錦町3丁目

婦人・子供服小売業

161 （有）プリエ

留萌市錦町3丁目2-39

婦人・子供服小売業

162 （有）幹

留萌市錦町3丁目2-40

婦人・子供服小売業

163 ラ・モード モア

留萌市開運町2丁目

婦人・子供服小売業

164 多屋ふとん店

留萌市本町1丁目53番地

物品賃貸業

伊藤忠エネクスホームライフ北海道㈱留萌支店

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

165 （株）丸カ 笠井商店

留萌市栄町2丁目128番地

米穀類小売業

166 佐藤青果店

留萌市栄町1丁目

野菜・果実小売業

167 （株）丸タ 田中青果

留萌市栄町2丁目3番21号

野菜・果実小売業

168 マルセ（株）

留萌市花園町1丁目

野菜・果実小売業

169 NS興業

留萌市塩見町136番地3

一般建設業

170 （株）ネオリサイクル

留萌市春日町2丁目37番地

解体工事業

171 ㈱Ｍインテリア

留萌市住之江町2丁目

建設業

172 巧建工業（株）

留萌市開運町2丁目8番1号

建設業

173 工成建設（株）

留萌市港町1丁目11番地の2

建設業

174 外崎重機

留萌市野本町179番地

建設業

175 滝澤工業

留萌市港町1丁目33

建設業

176 西村建設

留萌市南町4丁目17

建設業

177 （株）アルバ

留萌市南町4丁目50番地

コンピューター保守

178 （有）アサヒガラス

留萌市東雲町2丁目50番地

サッシ・硝子卸小売業

179 笹村硝子店

留萌市大町2丁目10-2

サッシ・硝子卸小売業

180 （株）杉山ガラス

留萌市明元町3丁目11-1

サッシ・硝子卸小売業

181 （株）パイプライン

留萌市五十嵐町1丁目4番1号 水道工事業

182 （株）ハタナカ昭和

留萌市船場町2丁目8番地

セメント・同製品製造業

183 （株）ホッコン留萌工場

留萌市春日町2丁目6-1

セメント・同製品製造業

184 留萌アサノコンクリート（株） 留萌市春日町2丁目32番地

セメント・同製品製造業

185 （有）岩谷産業

留萌市開運町2丁目2-1

その他の職別工事業

186 ㈱郡谷ダイバーズ

留萌市泉町1丁目85-2

その他の職別工事業

187 総合防水工業

留萌市千鳥町4丁目

その他の職別工事業

188 鈴木シャッター店

留萌市南町4丁目123番地27

その他の設備工事業

189 道北電気工事業（協）留萌支部 留萌市末広町4丁目

その他の専門サービス業

190 （株）留萌リース

留萌市東雲町2丁目63番地

その他の物品賃貸業

191 前野工業㈱

留萌市住之江町3丁目95-19

鉄鋼業

192 岡田電工

留萌市寿町1丁目3-2

電気工事業

193 柏野塗装

留萌市潮静2-10-3

塗装業

194 （株）コムズ

留萌市栄町2丁目8番28号

とび・土工・コンクリート工事業

195 （株）福嶋組

留萌市高砂町2丁目

とび・土工・コンクリート工事業

196 本間内装

留萌市塩見町173-3

内装業

197 コウシン防水工業

留萌市元町5丁目78-1

防水工事

198 ㈱サイトウリフォーム工業 留萌市幸町1丁目2番地

リフォーム業

199 （有）タツカワ機械

留萌市大和田1丁目12番地

一般産業用機械・装置製造業

200 （株）石山組留萌支店

留萌市旭町3丁目11番24号

一般土木建築工事業

201 貝森工業（株）

留萌市住之江町1丁目3番地

一般土木建築工事業

202 （株）亀谷組

留萌市潮静3丁目12番地

一般土木建築工事業

203 （有）菊地建設

留萌市潮静1丁目10番地18号 一般土木建築工事業

204 興北建設（株）

留萌市元町5丁目36番地

一般土木建築工事業

205 （有）斉藤建設

留萌市末広町4丁目7-4

一般土木建築工事業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

206 三協建設（株）

留萌市末広町3丁目1番1号

一般土木建築工事業

207 白鳥建設工業（株）

留萌市塩見町332番地の10

一般土木建築工事業

208 （株）タムラ建設工業

留萌市五十嵐町1丁目

一般土木建築工事業

209 八晃建設（株）

留萌市東雲町2丁目28番地

一般土木建築工事業

210 萌州建設（株）

留萌市開運町2丁目1番1号

一般土木建築工事業

211 （株）堀口組

留萌市高砂町1丁目4番15号

一般土木建築工事業

212 （株）丸髙建設

留萌市南町2丁目50番地

一般土木建築工事業

213 山高建設工業（株）

留萌市明元町5丁目11番地

一般土木建築工事業

214 ユタカ建設

留萌市塩見町281番地14号

一般土木建築工事業

215 （株）和秀

留萌市花園町3丁目1番28号

一般土木建築工事業

216 （株）阿部産業

留萌市住之江町1丁目83番地 化学製品卸売業

217 イケダ看板塗装店

留萌市花園町2丁目4番地25

看板塗装業

218 （有）美工社

留萌市花園町2丁目1番2号

看板塗装業

219 ヨコヤマ広芸社

留萌市五十嵐町3丁目

看板塗装業

220 （株）不二水道

留萌市幸町3丁目

管工事業（さく井を除く）

221 （有）蝦名電機工業所

留萌市寿町1丁目

機械修理業

222 三島冷熱工業

留萌市南町4丁目107番地

機械修理業

223 （有）留萌ダイヤ

留萌市船場町2丁目

機械修理業

224 伊藤建具製作所

留萌市旭町2丁目39番地

建具製造業

225 （有）江端木工製作所

留萌市住之江町1丁目3番地2 建具製造業

226 （有）木村木工

留萌市元町1丁目17番地5

建具製造業

227 （株）イクルミ重機

留萌市幌糠町1846番11

建設重機

228 （株）タマダ

留萌市旭町3丁目2番33号

建築材料、鉱物・金属材料等卸売

229 堀松産商（株）

留萌市花園町4丁目3番13号

建築材料、鉱物・金属材料等卸売

230 （有）田村木材店

留萌市南町2丁目1番4

建築材料卸売業

231 渡辺木材

留萌市春日町1丁目

建築材料卸売業

232 （有）荒谷一級建築設計事務所 留萌市栄町3丁目

建築設計事務所

233 ミツル建築設計事務所

留萌市末広町１丁目

建築設計事務所

234 （株）行徳石材

留萌市本町4丁目

骨材・石工品等製造業

235 浅田左官

留萌市沖見町5丁目32-9

左官工事業

236 風間左官工業

留萌市泉町1丁目

左官工事業

237 サトウ左官店

留萌市野本町4-4

左官工事業

238 （有）マルタケ 武田左官

留萌市春日町1丁目90番地

左官工事業

239 田村左官

留萌市東雲町3丁目

左官工事業

240 三浦左官

留萌市元町5丁目158番地

左官工事業

241 村山外装

留萌市礼受町16-6

左官工事業

242 渡辺左官店

留萌市末広町1丁目10-21

左官工事業

243 （株）五印 阿部砂利

留萌市瀬越町68番地

採石業、砂・砂利・玉石採取業

244 カネックス（株）

留萌市東雲町2丁目41番地

産業用機械器具賃貸業

245 旭電装機

留萌市五十嵐町2丁目1-12

自動車整備業

246 ㈱オオミチ車輌

留萌市藤山町17-33-1

自動車整備業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

住所

247 （株）光和自動車整備工場 留萌市南町4丁目120番地3
248 （株）サナダ自工

令和3年10月1日 現在
業種
自動車整備業

留萌市住之江町1丁目58番地 自動車整備業

249 （株）東光自動車整備工場 留萌市元川町2丁目

自動車整備業

250 （株）堀川自動車工業

留萌市堀川町2丁目87-4

自動車整備業

251 （有）元町ボデー工業

留萌市潮静2丁目

自動車整備業

252 （株）森田自動車工業

留萌市潮静2丁目4番地15

自動車整備業

253 留萌自動車整備(株)

留萌市潮静4丁目31番地4

自動車整備業

254 石川美装

留萌市南町2丁目374番地

自動車板金塗装業

255 （有）協同ボデー工業

留萌市堀川町2丁目125番地

自動車板金塗装業

256 （有）八甲工業

留萌市堀川町２丁目８７番地

自動車板金塗装業

257 フジオート販売（株）

留萌市堀川町3丁目147

自動車板金塗装業

258 久保田興機工業（株）

留萌市堀川町2丁目

車輌・機械整備業

259 （有）中野電装機

留萌市潮静2丁目4番地

車輌・機械整備業

260 （有）ムラカミ整備工業

留萌市塩見町

車輌・機械整備業

261 留萌開発機工（株）

留萌市船場町1丁目21番地

車輌・機械整備業

262 （有）しばた

留萌市明元町3丁目22番地

畳・傘等生活雑貨製品製造業

263 佐々木住設工業

留萌市南町2丁目163

設備工事業

264 セガワ設備工業

留萌市沖見町6丁目36番地

設備工事業

265 東和電機（株）

留萌市開運町1丁目1番24号

設備工事業

266 ナリタ設備

留萌市浜中町

設備工事業

267 （株）熱源

留萌市開運町3丁目1-22

設備工事業

268 北興機械（株）

留萌市末広町2丁目2番17号

設備工事業

269 （有）簑島電機

留萌市栄町1丁目

設備工事業

270 （株）今城重機工業

留萌市春日町2丁目84番地の1 総合工事業

271 ハラダ工業（株）

留萌市栄町2丁目7番31号

272 堀松建設工業（株）

留萌市住之江町1丁目52番地 総合工事業

273 Office Nejigane

留萌市元町3丁目70番地

測量・調査

274 小杉測量設計（株）

留萌市港町3丁目60番地1

測量・調査

275 （株）日興ジオテック 留萌支店 留萌市花園町1丁目7番10号

総合工事業

測量・調査

276 （株）北建コンサルタント

留萌市住之江町1丁目52番地 測量・調査

277 留萌測量設計（株）

留萌市大町3丁目17番地1

測量・調査

278 （株）Ｇ・Ｐ・Ｃ

留萌市末広町4丁目4-3

鉄鋼業

279 大塚鉄筋工業㈱

留萌市見晴町5丁目53

鉄骨・鉄筋工事業

280 （有）新栄ガス圧接工業

留萌市南町2丁目77番地の8

鉄骨・鉄筋工事業

281 （株）門脇鉄工所

留萌市花園町1丁目4番地12号 鉄素形材製造業

282 （有）島田鉄工場

留萌市栄町2丁目1番1号

鉄素形材製造業

283 （有）深瀬鉄工所

留萌市元町3丁目

鉄素形材製造業

284

留萌市末広町4丁目10番1号

電気業

285 （株）公電社

留萌市栄町2丁目68番地

電気工事業

286 （株）佐藤電気商会

留萌市春日町2丁目6-2

電気工事業

287 大北電気工業所

留萌市泉町1丁目30番地

電気工事業

北海道電力ﾈｯﾄﾜｰｸ（株）留萌ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

288 （有）立花電設工業

留萌市礼受町２４番地

電気工事業

289 （株）畠山電気工業

留萌市開運町1丁目4番19号

電気工事業

290 フルノ電気工業（株）

留萌市栄町1丁目6番8号

電気工事業

291 テツーペン

留萌市幸町1丁目18-1

塗装業

292 N・WORK

留萌市栄町1丁目5-1

塗装工事業

293 大岩塗装

留萌市塩見町171-7

塗装工事業

294 カーサイト・フロスト

留萌市堀川町3丁目87番地

塗装工事業

295 （有）きむら塗装

留萌市港町1丁目21番地

塗装工事業

296 サカタ塗装

留萌市住之江町3丁目27番地 塗装工事業

297 佐々木塗装工業

留萌市元町5丁目48番地

塗装工事業

298 美交建装

留萌市旭町3丁目10-5

塗装工事業

299 （株）阿部工業

留萌市住之江町1丁目83番地

土木工事業（舗装、しゅんせつを

300 高橋土木工業（株）

留萌市宮園町1丁目1番地

土木工事業（舗装、しゅんせつを

301 協栄工装

留萌市末広町4丁目3番地11

内装工事業

302 ガーベラ開運（株）

留萌市開運町2丁目

内装工事業

303 （有）中村表具店

留萌市幸町4丁目3番地

内装工事業

304 （有）若杉内装

留萌市末広町2丁目3-37

内装工事業

305 （有）大館板金製作所

留萌市栄町1丁目

板金・金物工事業

306 岡山板金工業

留萌市南町4丁目73-36

板金・金物工事業

307 川内板金店

留萌市元町2丁目33番地

板金・金物工事業

308 西谷板金店

留萌市旭町3丁目59番地

板金・金物工事業

309 原田板金

留萌市泉町1丁目79-4

板金・金物工事業

310 布施板金店

留萌市堀川町2丁目115番地

板金・金物工事業

311 （有）三国板金

留萌市栄町1丁目

板金・金物工事業

312 𠮷田板金

留萌市野本町17-1

板金・金物工事業

313 渡辺板金工業

留萌市花園町5丁目3-14

板金・金物工事業

314 （株）北建舗道

留萌市春日町2丁目44番地

舗装工事業

315 忠榮産業（株）

留萌市開運町2丁目4番25号

木材・木製品製造業（家具を除く

316 (有)相川建設

留萌市高砂町2丁目1番1号

木造建築工事業

317 （有）新井建設

留萌市緑ヶ丘町1丁目30番地

木造建築工事業

318 （株）伊藤建設

留萌市五十嵐町1丁目4番15号 木造建築工事業

319 （有）大嶋組

留萌市花園町1丁目

木造建築工事業

320 岡田建設

留萌市沖見町2丁目

木造建築工事業

321 加賀建設

留萌市千鳥町4丁目114番地19 木造建築工事業

322 加藤組

留萌市栄町3丁目36番地5

木造建築工事業

323 北村建設

留萌市住之江町1丁目40-5

木造建築工事業

324 蔵田建設

留萌市緑ヶ丘町2丁目

木造建築工事業

325 （株）成建工業

留萌市見晴町5丁目149番地

木造建築工事業

326 （株）高田建設

留萌市大和田3丁目63番地

木造建築工事業

327 （株）髙橋建設

留萌市元川町2丁目116番地

木造建築工事業

328 都築建設

留萌市春日町3丁目10番地

木造建築工事業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

329 （有）ハウジング祐川

留萌市沖見町1丁目

木造建築工事業

330 （有）本間工務店

留萌市五十嵐町2丁目4番3号 木造建築工事業

331 桝谷建設

留萌市大町1丁目

木造建築工事業

332 向建設

留萌市住之江町4丁目

木造建築工事業

333 北都物産（株）

留萌市高砂町3丁目6番1号

林業

334 阿部林業

留萌市開運町1丁目

林業サービス業

335 ㈱三輪食品

留萌市明元町3丁目12-1

食品加工

336 （有）祐川商店

留萌市礼受町

一般海面漁業

337 米倉水産（株）

留萌市瀬越町10番地1

一般海面漁業

338 留萌水産食品加工（協）

留萌市瀬越町81番地3

事業協同組合（他に分類されない

339 留萌水産物加工（協）

留萌市開運町1丁目4-19

事業協同組合（他に分類されない

340 （有）カイトフーズ

留萌市高砂町2丁目3-8

商品パテント業

341 井原水産（株）

留萌市船場町1丁目24番地

水産食料品製造業

342 （株）加藤水産

留萌市旭町3丁目10番18号

水産食料品製造業

343 鈴木水産（株）

留萌市瀬越町35番地2

水産食料品製造業

344 丸キ 出澤水産（株）

留萌市東雲町1丁目

水産食料品製造業

345 （株）野口水産

留萌市東雲町1丁目30番地3

水産食料品製造業

346 （株）濱本商店

留萌市沖見町3丁目35番地

水産食料品製造業

347 （株）やまか

留萌市沖見町1丁目44番地

水産食料品製造業

348 留萌市水産加工団地（協） 留萌市東雲町1丁目35番地

水産食料品製造業

349 日本郵便（株） 留萌郵便局 留萌市本町1丁目38番

郵便・物流

350 （株）浅利運輸

留萌市春日町マサリベツ208-16 一般貨物自動車運送業

351 ケイセイ運輸（株）

留萌市港町1丁目

352 光栄運輸（株）

留萌市東雲町1丁目63番地の1 一般貨物自動車運送業

353 真田運輸（株）

留萌市東雲町2丁目1番地

一般貨物自動車運送業

354 新興運輸（株）

留萌市東雲町2丁目29

一般貨物自動車運送業

一般貨物自動車運送業

355 大同運輸（株）留萌営業所 留萌市潮静3丁目11番地

一般貨物自動車運送業

356 高博急便運送

留萌市住之江町3丁目

一般貨物自動車運送業

357

留萌市明元町2丁目2番地

一般貨物自動車運送業

358 ハタナカ運輸（株）

留萌市船場町2丁目8番地

一般貨物自動車運送業

359 北新貨物（株）

留萌市開運町2丁目

一般貨物自動車運送業

360 ㈱北海トランスサービス

留萌市大字留萌村字幌糠1846番11 一般貨物自動車運送業

361 （株）北交産業

留萌市堀川町3丁目79番地

一般貨物自動車運送業

362 堀口運輸（株）

留萌市末広町1丁目

一般貨物自動車運送業

363 ヤマト運輸（株）留萌支店

留萌市沖見町2丁目

一般貨物自動車運送業

364 留萌急便運送

留萌市開運町3丁目112番地

一般貨物自動車運送業

日本通運（株）稚内支店留萌営業所

365 沿岸バス（株）留萌営業所 留萌市明元町4丁目23番地

一般乗合旅客自動車運送業

366 てんてつバス（株）

一般乗合旅客自動車運送業

留萌市船場町1丁目

367 小鳩交通（株）留萌営業所 留萌市沖見町３丁目９１番地の１ 一般乗用旅客自動車運送業
368 留萌ヰゲタ港運（株）

留萌市元町1丁目4番地の3

港湾運送業

369 留萌通船（株）

留萌市明元町1丁目1番地

港湾運送業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

370 留萌水先区水先人会

留萌市五十嵐町1丁目9-7

専門サービス業（他に分類されな

371 留萌港開発（株）

留萌市明元町3丁目33番地2

倉庫業

372 北海道旅客鉄道（株）留萌駅 留萌市船場町2丁目

鉄道業

373 石丸由祐税理士事務所

会計事務所

留萌市堀川町3丁目100番地

374 土地家屋調査士 山田篤事務所 留萌市寿町3丁目11-5

土地家屋調査士

375 （有）西谷商事

留萌市開運町2丁目

不動産

376 創和ハウジー

留萌市南町4丁目102-9

不動産仲介業

377 山藤住宅販売

留萌市野本町133番地1

不動産販売・仲介・査定

378

留萌市見晴町1丁目9番44

労働保険・労災代行

留萌市本町3丁目

銀行

労働保険事務組合 留萌地区労働福祉協会

379 （株）北洋銀行留萌支店

380 （株）北海道銀行留萌支店 留萌市錦町3丁目2番47号

銀行

381 司法書士 浅利匡事務所 留萌市寿町2丁目15番地3

公証人役場、司法書士事務所

382 伊藤徳彦司法書士事務所 留萌市花園町２丁目２番１３号

公証人役場、司法書士事務所

383 原寿志税理士事務所

留萌市宮園町1丁目1番地

公認会計士事務所、税理士事務所

384 福士税理士事務所

留萌市開運町2丁目6番14号

公認会計士事務所、税理士事務所

385 いせだ行政書士事務所

留萌市宮園町2丁目3番地

行政書士事務所

386 行政書士堀政志事務所

留萌市五十嵐町2丁目9-5

行政書士事務所

387 留萌信用金庫

留萌市花園町2丁目1番8号

信用金庫

388 北海道労働金庫留萌支店 留萌市明元町6丁目

政府関係金融機関（別掲を除く）

389 アクサ生命保険（株）旭川支社 旭川市常盤通1丁目2500番地 生命保険業
390 住友生命保険（相）るもい支部 留萌市末広町2丁目

生命保険業

391

生命保険業

第一生命保険（株）留萌営業オフィス

留萌市開運町1丁目

392 大同生命保険（株）旭川営業所 旭川市4条10丁目左7号

生命保険業

393 （株）トーア旭川営業所

生命保険業

旭川市忠和5条2丁目1-14

394 日本生命保険（相）留萌営業部 留萌市開運町3丁目5-33

生命保険業

395 上村昭彦税理士事務所

留萌市錦町1丁目5番6号

税理士業

396 （株）中央経済センター

留萌市開運町３丁目

専門サービス業（他に分類されな

397 （株）信和商事

留萌市花園町2丁目2番13

損害保険業

398 （有）中野保険事務所

留萌市寿町2丁目12番地8

損害保険業

399 （有）ニッセンエージェンシー 留萌市元町5丁目151番地の4 損害保険業
400 (有)ビー・アンド・エー

留萌市開運町3丁目

損害保険業

401 （有）北央保険センター

留萌市元川町2丁目61番地

損害保険業

402 （有）ほけんプラザるもい

留萌市末広町2丁目

損害保険業

403 空知商工信用組合滝川支店 滝川市栄町2丁目3-21

中小企業金融機関

404 ㈱アオイ不動産

留萌市住之江町1丁目81番地 不動産管理業

405 （株）エーシーエス

留萌市旭町3丁目10番18号

不動産管理業

406 中嶋不動産

留萌市開運町2丁目

不動産賃貸業（貸家業、貸間業を

407 日本漁船保険組合留萌支所 留萌市明元町5丁目15番地

保険サービス業

408 R-コンサルト（株）

留萌市元川町2丁目66-8

保険業（保険媒介代理業、保険サ

409 N保険コンサル（株）

留萌市元川町2丁目66-8

保険業（保険媒介代理業、保険サ

410 ほけん相談所（株）

留萌市船場町1丁目21番地

保険業（保険媒介代理業、保険サ

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

411 みらい保険プロデュース（株） 留萌市南町4丁目10番地

保険業（保険媒介代理業、保険サ

412 Izakaya 喬

留萌市錦町3丁目1-18

居酒屋

413 居酒屋 アントレ

留萌市明元町6丁目31-1

居酒屋

414 オステリアチーボ

留萌市錦町2丁目4番地3

居酒屋

415 ダイニング かつみ家

留萌市開運町3丁目

居酒屋

416 留萌 肴や

留萌市開運町3丁目

居酒屋

417 Bar&Dining 等々力

留萌市錦町2丁目1-20

居酒屋

418 居酒屋 やまと

留萌市開運町3丁目

飲食業

419 CURRY ZION

留萌市花園町1丁目4-21

飲食業

420 SNACK Ai

留萌市開運町3丁目7-7

飲食業

421 ソウルキッチン

留萌市開運町3丁目5-30

飲食業

422 居酒屋 大扇

留萌市錦町3丁目1-23

飲食業

423 （有）川村

留萌市本町4丁目1番地2

飲食業（店舗賃貸業）

424 もとまち

留萌市開運町2丁目

飲食店

425 らーめん 萌

留萌市元川町１丁目34

飲食店

426 BUDDHA（同）

留萌市南町4丁目133-5

カレー店

427 岩盤浴 石華の癒

留萌市開運町3丁目6-8

岩盤浴

428 日下部下宿

留萌市開運町3丁目

下宿

429 （有）荒磯

留萌市開運町3丁目

すし店

430 寿司の三福

留萌市旭町1丁目

すし店

431 竹寿司

留萌市明元町6丁目34番地

すし店

432 (株)丸喜

留萌市開運町2丁目

すし店

433 （株）森商店

留萌市錦町3丁目

すし店

434 ちょこっとBAR夢子

留萌市開運町2丁目6-9 J-VOX 2F

スナック

435 天まさ

留萌市明元町4丁目

その他の飲食店

436 駅前 海栄

留萌市栄町1丁目

そば・うどん・ラーメン店

437 亀悟朗

留萌市開運町3丁目

そば・うどん・ラーメン店

438 丸長そば店

留萌市栄町1丁目

そば・うどん・ラーメン店

439 （有）やぶ金

留萌市花園町1丁目

そば・うどん・ラーメン店

440 CREW'S BAR BILLIKEN

留萌市開運町3丁目7-2

バー、キャバレー、ナイトクラブ

441 （有）太陽観光

留萌市開運町3丁目7番2

バー、キャバレー、ナイトクラブ

442 （株）よこや観光

留萌市錦町1丁目

バー、キャバレー、ナイトクラブ

443 Ｉ’ｚ

留萌市開運町2丁目

パブ・スナック

444 スナック・アピア

留萌市明元町6丁目

パブ・スナック

445 Eazy Club Stream

留萌市開運町3丁目7-8

パブ・スナック

446 エル・ギッザ

留萌市錦町2丁目1-14号

パブ・スナック

447 スナック 関東

留萌市開運町3丁目

パブ・スナック

448 すなっく 鏡月

留萌市開運町3丁目

パブ・スナック

449 Club ann

留萌市開運町2丁目Ｊ-ＶＯＸビル 1Ｆ

パブ・スナック

450 Club Tresor

留萌市開運町2丁目6-12 Ｊ-ＶＯＸビル 1Ｆ

パブ・スナック

451 SUN STONE

留萌市開運町2丁目

パブ・スナック

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

452 ナイトイン シャドウ

留萌市錦町1丁目52番地

パブ・スナック

453 シャノアール

留萌市錦町2丁目

パブ・スナック

454 スナック ほうずき

留萌市開運町2丁目5-20

パブ・スナック

455 スナック 阿修羅

留萌市開運町3丁目5-23

パブ・スナック

456 スナック さくら

留萌市錦町3丁目1番20

パブ・スナック

457 スナック メロディー

留萌市明元町6丁目33番

パブ・スナック

458 SNACK PINKY

留萌市開運町2丁目8-10

パブ・スナック

459 すなっく すずろ

留萌市明元町6丁目

パブ・スナック

460 すなっく 美彩恋

留萌市開運町2丁目 J-VOX

パブ・スナック

461 ハート・ウェーブ

留萌市開運町2丁目6-12 Ｊ-ＶＯＸ 1Ｆ

パブ・スナック

462 （株）葉月

留萌市錦町2丁目2-21

パブ・スナック

463 パブ ワンポイント

留萌市明元町6丁目

パブ・スナック

464 myu

留萌市明元町6丁目

パブ・スナック

465 スナック 夜蘭花

留萌市開運町2丁目

パブ・スナック

466 エンペラー２３１

留萌市花園町3丁目

ホテル

467 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ光陽館

留萌市栄町1丁目

ホテル

468 （株）ホテルホワイトハウス 留萌市明元町6丁目36番地の1 ホテル
469 （株）リゾートルモイ

留萌市大字留萌村字カムイワ495 ホテル

470 三億園

留萌市開運町2丁目6-9

焼肉店

471 食事処 石井

留萌市開運町3丁目7-6

一般飲食店

472 軽食喫茶 ウイング

留萌市大町2丁目

喫茶店

473 （有）将軍

留萌市錦町1丁目

居酒屋

474 居酒屋 田吾作

留萌市明元町6丁目

居酒屋

475 美食酒家 司

留萌市開運町3丁目8-1

居酒屋

476 やきとりハウス 夢物語

留萌市錦町1丁目

居酒屋

477 （有）富丸水産

留萌市開運町3丁目3-10

寿司・割烹

478 （有）岩井商事

留萌市錦町2丁目2番地14号

食堂・レストラン

479 大判焼

留萌市栄町1丁目4-3

食堂・レストラン

480 （有）田村商店

留萌市大町3丁目

食堂・レストラン

481 喫茶食事 トリム

留萌市本町2丁目30-1

食堂・レストラン

482 波乃家

留萌市旭町3丁目

食堂・レストラン

483 大東旅館

留萌市栄町2丁目

貸家業、貸間業

484 川村旅館

留萌市錦町2丁目

旅館

485 小林旅館

留萌市錦町4丁目

旅館

486 福広館

留萌市開運町2丁目

旅館

487 旅館 留萌館

留萌市港町2丁目32番地

旅館

488 ミラクルるもいサロン

留萌市花園町3丁目7-11

エステ業

489 森本商店

留萌市見晴町1丁目9-14

クリーニング業

490 バニラ カイロ

留萌市錦町1丁目2-14

骨盤矯正

491 ヘアーサロン・ローゼ

留萌市元川町2丁目11-1

美容業

492 worth worth

留萌市栄町3丁目3

美容業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

493 SOUL HAIR

留萌市錦町1丁目7-47

美容業

494 バーバーフジ

留萌市開運町3丁目5-31

理容業

495 Barber Giraffe

留萌市栄町3丁目3

理容業

496

留萌市大町3丁目36-5

リラクゼーションサロン

留萌市錦町3丁目2-1

洗濯・理容・浴場業

リラクゼーションサロン NADESIKO

497 髪屋

498 （有）大友クリーニング商会 留萌市塩見町

洗濯業

499 岡谷クリーニング

留萌市錦町1丁目

洗濯業

500 （有）田中クリーニング

留萌市錦町4丁目1番5号

洗濯業

501 おしゃれはうす SATO

留萌市花園町2丁目3-1

美容業

502 くどう美容室

留萌市元町4丁目

美容業

503 クリスタル かないわ

留萌市錦町2丁目

美容業

504 コワ・フィール さとう

留萌市潮静1丁目12-9

美容業

505 サロンドウェーブ

留萌市旭町2丁目

美容業

506 シーク理美容室

留萌市錦町2丁目

美容業

507 しず美容室

留萌市開運町3丁目

美容業

508 チスティ

留萌市錦町2丁目3-30

美容業

509 チャーム美容室

留萌市錦町1丁目

美容業

510 パステル

留萌市錦町2丁目

美容業

511 ピアレス美容室

留萌市錦町1丁目4-12

美容業

512 ひまわり美容院

留萌市本町2丁目

美容業

513 ファミリア美容室

留萌市開運町3丁目

美容業

514 ヘアーサロン・ルー

留萌市本町2丁目

美容業

515 ほんま美容室

留萌市錦町1丁目

美容業

516 ビューティパレス ムーブ

留萌市緑ヶ丘町2丁目

美容業

517 アサヒ理容院

留萌市旭町2丁目

理容業

518 石川理容院

留萌市本町2丁目

理容業

519 ＳＫ理容院

留萌市五十嵐町3丁目4-1

理容業

520 理美容 カドワキ

留萌市高砂町2丁目

理容業

521 （有）ケイケイ理容院

留萌市錦町1丁目

理容業

522 おしゃれサロン コモト

留萌市開運町1丁目3-22

理容業

523 理容のタカハラ

留萌市栄町2丁目

理容業

524 東京カットみのり

留萌市錦町1丁目55番地

理容業

525 (株)みやまる

留萌市幸町3丁目

理容業

526 ミリオンヘアーハウス

留萌市潮静1丁目

理容業

527 ヨシダ理容院

留萌市本町1丁目36番地

理容業

528 理容 さじ

留萌市本町3丁目51番地

理容業

529 理容 コマツ

留萌市開運町3丁目2番地11

理容業

530 理容美容のささき

留萌市沖見町5丁目32番地

理容業

531 はしばトントン動物病院

留萌市宮園町1丁目

その他の医療業

532 特定非営利活動法人 ウイシュ 留萌市明元町6丁目22-1
533 （株）WESTON

介護サービス業

留萌市千鳥町1丁目33番地5号 介護サービス業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

534 (有)辻建設

令和3年10月1日 現在

住所

業種

留萌市堀川町３丁目１２４番地 介護サービス業

535 （有）なの花介護サービス 留萌市港町3丁目

介護サービス業

536 （株）ファミリーケアサポート 留萌市栄町1丁目

介護サービス業

537 （株）萌福祉サービス

留萌市開運町1丁目

介護サービス業

538 （一社）留萌医師会

留萌市花園町3丁目5番33号

学術・文化団体

539 竹内デンタルラボラトリー

留萌市沖見町5丁目31番地2

歯科技工所

540 るもいデンタルラボラトリー 留萌市千鳥町2丁目73-2

歯科技工所

541 伊東歯科医院

留萌市本町4丁目4番地

歯科診療所

542 川上歯科クリニック

留萌市五十嵐町3丁目2番11号 歯科診療所

543 北出歯科医院

留萌市花園町3丁目2番4号

歯科診療所

544

留萌市大町3丁目28番地の1

病院

医療法人社団 萌仁会 荻野病院

545 （医）萌樹会 川上内科医院 留萌市錦町4丁目

病院

546 たけうち内科循環器科医院 留萌市高砂町3丁目

病院

547

留萌市開運町1丁目6-1

病院

548 るもい南町動物病院

留萌市南町2丁目175

病院

549

留萌市栄町3丁目65番地

病院

550 瀬川整骨院

留萌市花園町2丁目3番地5

療術業

551 未来セーフティ㈱

留萌市堀川町３丁目100番地

警備業

552 Trimming salon Tawny

留萌市沖見町2丁目112

サービス（ペット）

553 ペットサロン みき

留萌市栄町2丁目2の11

サービス（ペット）

554 公益社団法人

留萌市南町1丁目17番地

職業訓練施設

555 （株）増毛ゴルフ倶楽部

増毛町阿分265番地

スポーツ施設提供業

556

（公財）日本電信電話ユーザー協会留萌地区協会

旭川市10条10丁目NTT十条ビル その他

557

特定非営利活動法人 留萌観光協会

留萌市大町2丁目

その他（サービス業）

558 （株）らいおんハート留萌

留萌市船場町2丁目45番地

その他のサービス業

559 ダスキン留萌支店

留萌市港町2丁目

その他の物品賃貸業

医療法人社団 心優会 留萌記念病院

医療法人社団 慈恵会 わたべ整形外科医院

留萌地域人材開発センター運営協会

560 コミュニケーションデザイン 留萌市沖見町4丁目17-21

デザイン業

561 デザインスタジオ エイム

留萌市五十嵐町3丁目

デザイン業

562 （株）コササル

留萌市船場町2丁目115番地

旅行業

563 （有）環境衛生サービス

留萌市潮静4丁目29番地

一般廃棄物処理業

564 （有）コバヤシ

留萌市高砂町3丁目

一般廃棄物処理業

565 （有）留萌清掃公社

留萌市潮静4丁目29番地14

一般廃棄物処理業

566 白鴎印刷（株）

留萌市錦町2丁目3番20号

印刷業（謄写印刷業を除く）

567 三井印刷（株）

留萌市末広町4丁目1番地19

印刷業（謄写印刷業を除く）

568 留萌葬祭事業（協）

留萌市宮園町4丁目2番地

火葬・墓地管理業

569 特定非営利活動法人 NEXT 留萌市錦町2丁目3番1号

学習塾

570 見晴町珠算塾

留萌市見晴町5丁目

学習塾

571 ㈱錦堂

留萌市花園町2丁目3番22号

冠婚葬祭業

572 ㈱あすなろ警備

留萌市東雲町3丁目118番地

警備業

573 大道綜合警備（株）

留萌市東雲町2丁目64番地2

警備業

574 （有）小川商店

留萌市元町5丁目115番地5

再生資源卸売業

留萌商工会議所 会員名簿
No

事業所名

令和3年10月1日 現在

住所

業種

575 青山写真館

留萌市錦町4丁目2番地

写真業

576 （株）矢野写真館

留萌市錦町2丁目3番地21号

写真業

577 （株）留萌新聞社

留萌市栄町2丁目8番23号

新聞業

578 朝日新聞留萌専売所

留萌市錦町2丁目3-17

新聞販売店

579 （有）北海道新聞東原販売所 留萌市花園町3丁目2-2

新聞販売店

580 （株）留萌自動車学校

専修学校、各種学校

留萌市東雲町2丁目75番地

581 （有）北日本環境整備センター 留萌市五十嵐町2丁目1番43号

専門サービス業（他に分類されな

582 （株）ハートスマイル

留萌市明元町3丁目12-1

洗濯・理容・浴場業

583 （有）にっかんサービス

留萌市末広町3丁目

他に分類されない小売業

584 （株）イバヤシ

留萌市末広町4丁目7番15号

廃棄物処理業

585 （有）衛生公社

留萌市潮静4丁目

廃棄物処理業

586 （株）産業廃棄物処理センター

留萌市大字留萌村字カモイワ497番地2

廃棄物処理業

587 （株）エフエムもえる

留萌市船場町2丁目115-8

放送業

