
Discover nittan Project　会員企業一覧

（2014.12.1現在　93社）

企業名
担当部署
所在地 業種（取扱商品等）

1 ㈲アーバン・ワーク 苫小牧 携帯電話販売代理店、イベント企画・運営、一般作業請負

2 ㈱I・TECソリューションズ 苫小牧 システムインテグレーションサービス等

3 ㈲あおやま 苫小牧 食肉販売業

4 アサヒビール㈱ 札幌 ビール製造業

5 浅水建設㈱ 伊達 一般建築業

6 ㈱アンビックス 新ひだか リゾート開発、ホテル業

7 胆振西部森林組合 伊達 林産業

8 岩倉商事㈱ 苫小牧 石油類・ＬＰＧ類販売、通信機器販売

9 エイシン不動産㈱ 苫小牧 不動産業

10 ㈱江尻建設 登別 建設業

11 ㈲エモーション 登別 コンビニエンス業

12 王子サーモン㈱ 苫小牧 水産食料品製造・販売（スモークサーモン他）

13 ㈱ＯＴｉｓ 苫小牧 出版・広告・印刷・屋内外広告業

14 岡谷鋼機北海道㈱ 苫小牧 商社（機械、機器、鉄鋼製品）

15 ㈱カネダイ大野商店 むかわ 北海道産ししゃも加工販売

16 川崎近海汽船㈱ 札幌 海上運送事業

17 川田自動車工業㈱ 登別 新車中古車販売、自動車整備・修理

18 キリンビールマーケティング㈱北海道統括本部 札幌 酒類・飲料の営業および販売促進

19 ㈲久慈塗装店 室蘭 塗装業

20 クリーンビル開発㈱ 登別 ビルメンテナンス業

21 ㈱光輪ロジティクス 登別 一般貨物自動車運送事業

22 ㈱小金澤組 苫小牧 建設業

23 寿昆布の北海食品 伊達 文字・デザイン昆布の製造・卸

24 サッポロビール㈱北海道本部 札幌 酒類製造販売

25 ㈱ザ　ニドム 苫小牧 ゴルフ場、ホテル業

26 ㈱JTB北海道 札幌 旅行代理店

27 ㈱勝和観光　昭和新山ガラス館 壮瞥 小売業（ガラス製品を主とする土産品）

28 鈴木建設㈱ 白老 建設業

29 ㈱セルオート 苫小牧 自動車販売・修理業

30 総合クリーンサービス 苫小牧 清掃・害虫駆除器リース・土木・建設・壁紙メイク等

31 総合商研㈱ 札幌 商業印刷、年賀状印刷、イベントプロモーション、フリーペーパー発行等

32 ㈱ソラチ 芦別 焼肉のたれ等製造・販売

33 大協産業㈱ 新冠 土木・建築資材リース

34 ㈱ダイコウ 伊達 建築板金業

35 大昭和園芸 白老 花卉販売業

36 ㈱伊達温泉 伊達 旅館、浴場

37 ㈲伊達納豆 伊達 納豆

38 ㈲伊達紋別 伊達 てんぷら蒲鉾製造、販売

39 ㈱タナカコンサルタント 苫小牧 建設関連総合コンサルタント(土木設計・測量・情報処理等)

40 TillCompany 登別 デザイン事務所、カフェ

41 ㈱電気工事　西川組 苫小牧 電気工事業

42 道建コンサルタント㈱ 伊達 土木設計・測量・地質調査等

43 道南バス㈱ 室蘭 乗合バス事業、貸切バス事業　ほか

44 ㈱トートー事務機 苫小牧 事務用品、機器等販売

45 苫小牧市浜とまちの元気共生対流推進協議会 苫小牧

46 苫小牧信用金庫 苫小牧 金融業

47 苫小牧電気工事業協同組合 苫小牧 事業協同組合

48 苫小牧港開発㈱ 苫小牧 フェリーターミナル運営事業等

49 苫東コールセンター㈱ 厚真 港湾運送業、倉庫業



50 ㈱トヨタレンタリース札幌 苫小牧 カーリース・レンタカー・損害保険代理店

51 ㈱中善 苫小牧 飲食業

52 ㈱中村電気 苫小牧 電気工事業

53 ナラサキスタックス㈱ 苫小牧 海運業、運輸業

54 西胆振うまい会　マルソウ斉藤水産 洞爺湖 宗八カレイ　他　海産物・農産物

55 ㈱ニシムラ塗装 苫小牧 塗装業

56 日本航空㈱ 千歳 航空輸送

57 ㈱ノーザンホースパーク 苫小牧 観光業

58 野口観光㈱ 登別 ホテル旅館経営

59 登別温泉㈱ 登別 温泉供給業

60 登別温泉　藤崎わさび園 登別 食品製造販売業

61 学校法人　登別立正学園 登別 学校法人

62 ㈲富士工芸社 室蘭 看板、標識製作

63 ㈱フジタコーポレーション 苫小牧 小売業・フード事業

64 ㈲プラザクボ 室蘭 二輪車販売店

65 ｆｒｏｍａｇｅｒｉｅ　ＳＡＫＩ 白老 輸入チーズ・輸入食材の卸し・販売

66 北洋銀行苫小牧中央支店 苫小牧 銀行業

67 ㈱牧家 伊達 乳製品販売

68 北海印刷㈱ 室蘭 印刷業

69 ㈱北海砥石商会 苫小牧 卸売業

70 北海道クリーン開発㈱ 苫小牧 ビルメンテナンス（建物総合管理）

71 北海道コカ・コーラボトリング 札幌 飲料製造・販売

72 北海道新聞苫小牧支社 苫小牧 マスコミ

73 北海道新聞社室蘭支社 室蘭 マスコミ

74 北海道旅客鉄道㈱ 札幌 鉄道業

75 北光印刷㈱ 苫小牧 印刷業

76 ㈱ほっこうハウス 室蘭 建築業

77 ㈲ポットエイト 登別 飲食業、居酒屋チェーン経営

78 ホテル　いずみ 白老 ホテル・旅館業

79 ホテルローヤル 伊達 ホテル業

80 ㈱松本鉄工所 苫小牧 機械器具設置工事業・一般機械器具製造業

81 ㈱まるい弁当 苫小牧 弁当仕出し

82 ㈲マルテンストアー　お料理あま屋 新ひだか 飲食店

83 丸彦渡辺建設㈱苫小牧支店 苫小牧 総合建設業

84 ㈱室蘭うずら園 室蘭 生うずら卵、味付うずら卵、室蘭うずらのプリン

85 室蘭まちづくり放送㈱ 室蘭 コミュニティFMの運営　ほか

86 ㈱室蘭民報社 室蘭 新聞発行

87 やきとり一平　登別店 登別 飲食業

88 山本浄化興業㈱ 苫小牧 廃棄物処理業

89 ㈲山雅 伊達 ホテル業

90 ㈱ユニオン企画 苫小牧 生命保険代理店

91 ㈲ラビット 伊達 飲食業

92 ㈱リクルート北海道じゃらん 札幌 雑誌販売・広告宣伝

93 ㈱リバティーはしもと 新冠 OA機器、PC、文具、家具インテリア


