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オフィス名 ホームページ・アドレス

アイシン北海道　株式会社 http://www.ai-h.co.jp/

株式会社　I・TECソリューションズ www.tomakomai.or.jp/tec/

学校法人　平舘学園　青空幼稚園 http://www.aozorayouchien.jp

アズビル　株式会社　苫小牧営業所 http://www.azbil.com/jp/

有限会社　安達商店

CARECENTER
　　ｹｱｾﾝﾀー

　アルドール

アルファ計画　株式会社 http://www.alphaproject.co.jp

イーエスシー・苫熱サービス・苫熱供給共同企業体

イオンモール苫小牧 http://www.aeon.jp/sc/tomakomai/

株式会社　池田造園土木
http://ikeda-
zoendoboku.sakura.ne.jp/

いすゞエンジン製造北海道　株式会社 http://www.iemh.isuzu.co.jp/

株式会社　イワクラ http://www.iwakura-corp.jp/

イワクラインダストリー　株式会社 http://www.iwakura-corp.jp/

岩倉化学工業　株式会社　FGP工場 http://www.iwakura-chem.co.jp/

岩倉化学工業　株式会社　沼ノ端事業所 http://www.iwakura-chem.co.jp/

岩倉化学工業　株式会社　晴海事業所 http://www.iwakura-chem.co.jp/

株式会社　岩崎苫小牧営業所 http://www.iwasakinet.co.jp

ウッドファイバー　株式会社 http://www.kinoseni.com

内海自動車工業　株式会社 http://www.tomajisei.gr.jp/k_utumi/

エスケイ産業株式会社　北海道支店　勇払LNG製造所 http://japex-sks.co.jp

王子ネピア　株式会社　苫小牧工場 http://www.nepia.co.jp

苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

オエノンホールディングス　株式会社　苫小牧工場 http://www.oenon.jp/

株式会社　大久保測量 http://okubo-corp.com

大谷産業　株式会社 http://www.otani-s.co.jp/

株式会社　大津山商店 http://www.ozy.co.jp

株式会社　Otis

おおとりスポーツ

オートリゾート苫小牧アルテン

有限会社　オオバ電設

勝幸辰建設　株式会社 http://www.katsukoushin.jp

カネボウ化粧品販売　株式会社　北海道支社　苫小牧オフィス
http://www.kanebo-
cosmetics.co.jp/index.html

有限会社　キャロット

共同ハウスひーりんぐ

株式会社　久慈重機 http://www.kuji-juki.com

株式会社　工藤燃料 http://www.magocoro-gas.co.jp/

株式会社　栗林商会　苫小牧支社 http://www.kurinet.co.jp/

株式会社　グレートロード

有限会社　ケアサポート赤坂

有限会社　建和工業

合同酒精　株式会社　苫小牧工場 http://www.oenon.jp/

光陽商事　株式会社 http://koyo5004.com

株式会社　コスモグラフィック https://www.cosmo-g.co.jp/

コニファー　有限会社 https://www.conifer-co.jp

有限会社　サエキ電器



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

株式会社　ササキ

札幌トヨタ自動車　株式会社　苫小牧支店
http://www.sapporotoyota.co.jp/ho
mepage.php

札幌トヨペット　株式会社　クルマックス苫小牧店 http://www.sapporo-toyopet.jp/

札幌トヨペット　株式会社　澄川店 http://www.sapporo-toyopet.jp

佐藤書店

サニー事務器　株式会社

サンエイ　株式会社　北海道営業所 http://www.san-ei-kk.co.jp/

有限会社　三光堂書店

有限会社　サンポウ物流 http://www.sanpou-hokkaido.co.jp

株式会社　サンユー食材

ジーエムエイチ後藤被服　株式会社　苫小牧支店

JX金属苫小牧ケミカル　株式会社
http://www.tomakomai-
chemical.com/

株式会社　篠田自工 http://shinoda-jk.co.jp

清水鋼鐵　株式会社　苫小牧製鋼所 http://www.shimizusteel.co.jp/

ジャパンテック　株式会社　苫小牧工場 http://www.jtech-u.co.jp

晋康建設　株式会社

株式会社　新興電気 http://www.shinko-den.co.jp

新酸素化学　株式会社 http://www.sskc.co.jp

新清サービス

株式会社　しんどう

スーパーセンタートライアル苫小牧店 http://www.trial-net.co.jp/

就労支援センターSnowdrop・ｃlover
　ｽﾉーﾄﾞﾛｯﾌﾟ　・　ｸﾛーﾊﾞー

盛興建設　株式会社 http://www.seikoh-kk.co.jp



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

株式会社　セイショウ　苫小牧営業所 http://www.kk-seisyou.com/

石油資源開発　株式会社　北海道鉱業所 http://www.japex.co.jp/

セブンイレブン苫小牧青葉店

セブンイレブン苫小牧明野北通店

セブンイレブン苫小牧明野新町5丁目店

セブンイレブン苫小牧ウトナイ店

セブンイレブン苫小牧永福町1丁目店

セブンイレブン苫小牧大町1丁目店

セブンイレブン苫小牧柏木4丁目店

セブンイレブン苫小牧春日町店

セブンイレブン苫小牧川沿町6丁目店

セブンイレブン苫小牧木場町店

セブンイレブン苫小牧啓北2丁目店

セブンイレブン苫小牧桜木町

セブンイレブン苫小牧三光町店

セブンイレブン苫小牧清水町店

セブンイレブン苫小牧しらかば町店

セブンイレブン苫小牧新開町店

セブンイレブン苫小牧新開町4丁目店

セブンイレブン苫小牧新富町店

セブンイレブン苫小牧新明町1丁目店

セブンイレブン苫小牧末広店

セブンイレブン苫小牧澄川店



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

セブンイレブン苫小牧高丘店

セブンイレブン苫小牧ときわ町店

セブンイレブン苫小牧沼ノ端北店

セブンイレブン苫小牧沼ノ端店

セブンイレブン苫小牧沼ノ端東店

セブンイレブン苫小牧白鳥アリーナ前店

セブンイレブン苫小牧花園町3丁目店

セブンイレブン苫小牧日吉町店

セブンイレブン苫小牧船見店

セブンイレブン苫小牧宮前町店

セブンイレブン苫小牧明徳店

セブンイレブン苫小牧元中野店

セブンイレブン苫小牧臨海北通店

株式会社　セルオート

株式会社　仙台銘板　苫小牧営業所 http://www.s-meiban.com/

倉英興業　株式会社

ソーダニッカ　株式会社 http://www.sodanikka.co.jp/

空知興産　株式会社　苫小牧支店 http://www.sorakou21.co.jp/

空知興産　株式会社　苫東リサイクルセンター http://www.sorakou21.co.jp

株式会社　たいせい

株式会社　ダイナックス http://www.dxj.co.jp

大北運輸　株式会社

株式会社　瀧澤電気工事 http://www.tec-takizawa.co.jp/



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

有限会社　拓道建設

株式会社　拓友建設

タニコー　株式会社　苫小牧営業所 http://www.tanico.co.jp/company/

樽前交流センター

有限会社　鶴丸商事

ＤＩＣ北日本ポリマ　株式会社　北海道工場

株式会社　デイケイケイサービス北海道

ディスカウントストア　トライアル大成店 https://www.trial-net.co.jp/

株式会社　電気工事西川組 http://www.nisikawagumi.com

藤栄通信工業　株式会社

道央自工　株式会社

株式会社　道央ビル管理センター

道央防災サービス　株式会社

東芝電材マーケティング　株式会社　苫小牧営業所 http://www.tsdm.co.jp/

道南訪問看護ステーション

株式会社　道南レミック http://donan-lemc.com/

株式会社　東洋実業苫小牧営業所

道路管理事務所

株式会社　トートー事務機 http://www.totojimuki.com

株式会社　トクシャ http://tokusha.jp/

株式会社ドコモCS北海道　苫小牧支店

株式会社　トマウェーブ http://www.tomasei.net/tomawave/

苫ガス燃料　株式会社 http://nenryo.tomagas.co.jp



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

株式会社　苫小牧エージェンシー m-shida@toma-agc.com

苫小牧NPO法人連合会

株式会社　苫小牧エネルギー公社

苫小牧ガス　株式会社 http://www.tomagas.co.jp

苫小牧管工事業協同組合
http://www1.tomakomai.or.jp/kankoj
i/

苫小牧港開発　株式会社 http://www.tomakai.com/

苫小牧港開発　株式会社　ターミナル事業部 http://www.tomakai.com/

苫小牧市あさひ児童センター

苫小牧市糸井清掃センター

苫小牧市植苗ファミリーセンター

苫小牧市ウトナイ交流センター

苫小牧市営清水野球場
http://www.tsk-
tomakomai.co.jp/tennis/simizu%20in

苫小牧市営少年野球場
http://www.tsk-
tomakomai.co.jp/tennis/shounenn%2

苫小牧市屋内ゲートボール場

苫小牧市科学センター

苫小牧市川沿公園体育館

苫小牧市教育・福祉センター

苫小牧市勤労青少年ホーム

苫小牧市交通安全センター

苫小牧市サイクリングターミナル及びスポーツハウス

苫小牧市サンガーデン

苫小牧市資源化センター

苫小牧市民活動センター



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

苫小牧市上下水道部高丘浄水場

苫小牧市上下水道部高砂下水処理センター

苫小牧市上下水道部錦多峰浄水場

苫小牧市上下水道部西町下水処理センター

苫小牧市上下水道部勇払下水処理センター

苫小牧市消防署 

苫小牧市消防署新富出張所

苫小牧市消防署住吉出張所

苫小牧市消防署錦岡出張所

苫小牧市消防署日新出張所

苫小牧市消防署沼ノ端出張所

苫小牧市職員会館

苫小牧市心身障害者福祉センター　別館

苫小牧市心身障害者福祉センター　本館

苫小牧市水産共同作業場

苫小牧市住吉コミュニティセンター

苫小牧市住吉児童センター

苫小牧市生活館

苫小牧市総合体育館

苫小牧市第１学校給食共同調理場

苫小牧市大成児童センター

苫小牧市第２学校給食共同調理場



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

苫小牧市第２庁舎

苫小牧市高丘霊葬場

苫小牧市テクノセンター

苫小牧市ときわスケートセンター

苫小牧市豊川コミュニティセンター

苫小牧市錦岡児童センター

苫小牧市西弥生児童館

苫小牧市日新温水プール

苫小牧市日新児童センター

苫小牧市沼ノ端クリーンセンター

苫小牧市沼ノ端コミュ二ティセンター

苫小牧市沼ノ端児童センター

苫小牧市沼ノ端スケートセンター

苫小牧市沼ノ端スポーツセンター

苫小牧市沼ノ端清掃事務所

苫小牧市のぞみコミュニティセンター

苫小牧市ハイランドスポーツセンター

苫小牧市白鳥王子アイスアリーナ

苫小牧市博物館

苫小牧市日吉公園体育館

苫小牧市文化会館

苫小牧市文化交流センター



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

苫小牧市保健センター

苫小牧市本庁舎

苫小牧市民会館

苫小牧市夜間・急病センター

苫小牧市役所　環境保全課庁舎
http://www.city.tomakomai.hokkaido
.jp/kankyo-hozen

苫小牧市勇払公民館

苫小牧商工会議所 http://www.tomakomaicci.jp

苫小牧消費者協会

苫小牧市立明野小学校

苫小牧市立明野中学校

苫小牧市立あけの保育園

苫小牧市立泉野小学校

苫小牧市立いとい北保育園

苫小牧市立糸井小学校

苫小牧市立植苗小中学校

苫小牧市立ウトナイ小学校

苫小牧市立開成中学校

苫小牧市立啓北中学校

苫小牧市立啓北中学校山なみ分校

苫小牧市立啓明中学校

苫小牧市立光洋中学校

苫小牧市立清水小学校



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

苫小牧市立しみず保育園

苫小牧市立澄川小学校

苫小牧市立すみれ保育園

苫小牧市立青翔中学校

苫小牧市立大成小学校

苫小牧市立拓勇小学校

苫小牧市立樽前小学校

苫小牧市立中央図書館

苫小牧市立苫小牧西小学校

苫小牧市立苫小牧東小学校

苫小牧市立苫小牧東中学校

苫小牧市立豊川小学校

苫小牧市立錦岡小学校

苫小牧市立日新小学校

苫小牧市立沼ノ端小学校

苫小牧市立沼ノ端中学校

苫小牧市立はなぞの幼稚園

苫小牧市立はまなす保育園

苫小牧市立ひまわり保育園

苫小牧市立病院 

苫小牧市立北星小学校

苫小牧市立北光小学校



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

苫小牧市立美園小学校

苫小牧市立みその保育園

苫小牧市立緑小学校

苫小牧市立明徳小学校

苫小牧市立明倫中学校

苫小牧市立やまて保育園

苫小牧市立弥生中学校

苫小牧市立勇払小学校

苫小牧市立勇払中学校

苫小牧市立凌雲中学校

苫小牧市立緑陵中学校

苫小牧市立若草小学校

苫小牧市立和光中学校

苫小牧市労働福祉センター

苫小牧信用金庫明野支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫糸井支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫川沿支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫光洋支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫幸町代理店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫桜木支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫三条支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫新開支店 http://www.tomashin.co.jp/



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

苫小牧信用金庫澄川支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫中野支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫錦岡支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫西支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫沼ノ端北支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫沼ノ端支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫北央代理店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫本店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫美園支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫緑町支店 http://www.tomashin.co.jp/

苫小牧信用金庫勇払代理店 http://www.tomashin.co.jp/

株式会社　苫小牧清掃社
http://www.tomakomai-
seisousya.co.jp/

株式会社　苫小牧ドライビングスクール http://www.to-ds.com

株式会社　苫小牧中野自動車学校 http://www.nds-web.co.jp

苫小牧熱供給　株式会社

苫小牧熱サービス　株式会社

とまこまい脳神経外科 http://www.tomanouge.jp/

株式会社　苫小牧民報社 http://www.tomamin.co.jp

とましんスタジアム
http://www.tsk-
tomakomai.co.jp/tennis/midori%20in

㈱とませい http://tomasei.net

株式会社とませい http://www.tomasei.net/

トヨタカローラ苫小牧　株式会社 http://www.collora-tomakomai.co.jp



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

トヨタ自動車北海道 株式会社 http://www.tmh.co.jp/index.html

トヨタ部品北海道共販　株式会社　苫小牧営業所 http://www.tph.co.jp/

豊通スメルティングテクノロジー　株式会社　北海道工場 http://www.tst-japan.co.jp/

株式会社　中村電気 http://nakamura3150.com

株式会社　錦戸電気 http://nishikido.jp

西町親交会

日産部品北海道販売　株式会社　苫小牧店 http://www.nissan-hkd.co.jp/

有限会社　日石供給センター

日本製紙ケミカル　株式会社　勇払製造所 http://www.npchem.co.jp/

日本軽金属　株式会社　苫小牧製造所
http://www.nikkeikin.co.jp/index.htm
l

日本ＣＣＳ調査　株式会社　苫小牧事務所 http://www.japanccs.com

ニューデジタルケーブル　株式会社　苫小牧ケーブルテレビwww.tomakomai.ne.jp

沼田測量設計　株式会社 http://www.numatanet.co.jp/

株式会社　ネイヴルソリューションスタッフ苫東事業所 http://www.navel-g.co.jp/

ネッツトヨタ苫小牧　株式会社 http://www.netz-tomakomai.co.jp

株式会社　ビークル
http://www.vehicle-
tomakomai.com/

株式会社　びおら開発

株式会社　久恵比寿 回転寿司　旬楽　柳町店 http://www.clipper-hisae.co.jp/

株式会社　久恵比寿 北の匠回転寿司クリッパー明野店 http://www.clipper-hisae.co.jp/

株式会社　久恵比寿 北の匠回転寿司クリッパーしらかば店http://www.clipper-hisae.co.jp/

株式会社　久恵比寿 北の匠100円くりっぱー新富店 http://www.clipper-hisae.co.jp/

株式会社　久恵比寿 本部 http://www.clipper-hisae.co.jp/



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

株式会社　美備 http://www.team-vivi.co.jp

ひまわり印刷　株式会社

株式会社　フィルダー

福田部品　株式会社　苫小牧営業所 http://www.fkdp.co.jp/

富士印刷　株式会社

不二工業　株式会社　北海道支店

株式会社　フットマークコーポレーション http://www.footmark053.com

ブティックながやまステイ店 http://www.nagayama.jp/

ブティックながやま大成店 http://www.nagayama.jp/

ブティックながやま本店 http://www.nagayama.jp/

株式会社　古畑電機

株式会社　平和堂

ヘリテージ・キムラ

ヘルパーステーションいこい

株式会社　豊月　フードD沼ノ端食彩館 http://www.food-d.jp/

株式会社　豊月　フードD　OASIS http://www.food-d.jp/

株式会社　豊月　フードD　Vian http://www.food-d.jp/

ほくしょう運輸　株式会社 http://hokusyounyu.com/

有限会社　北翔企画 http://hokusho-2011.jimdo.com/

北都電機　株式会社　苫小牧支店 http://www.e-hokuto.jp

株式会社　ホクユウ

株式会社　北洋銀行苫小牧中央支店 http://www.hokuyobank.co.jp/



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

北海産業　株式会社 http://www.hsk-rental.co.jp

北海道エコリサイクルシステムズ　株式会社
http://www.go-
hers.co.jp/company.html

株式会社　北海道銀行苫小牧支店 http://www.hokkaidobank.co.jp/

北海道クリーン・システム　株式会社　苫小牧支店 http://www.hclsys.co.jp/

北海道コカ・コーラボトリング苫小牧事業所 http://www.hokkaido.ccbc.co.jp/

北海道石灰化工　株式会社 http://h-sekkaikakou.co.jp

株式会社　北海道ダイキアルミ

北海道電力　株式会社　苫小牧支店 http://www.hepco.co.jp

北海道日野自動車　株式会社　苫小牧支店 http://www.hokkaido-hino.co.jp/

北海道ファーマライズ　株式会社 http://www.ft-pharmarise.com

北海道ベンディング　株式会社

北海道防疫燻蒸　株式会社 http://www.doukun.jp/

株式会社　北海道防疫サービス　苫小牧営業所 http://www.hpms.co.jp

北海道三菱自動車販売　株式会社
http://www.hokkaido-
mitsubishi.com/shop/41-

北海道労働金庫苫小牧支店 http://www.rokin-hokkaido.or.jp

北海土建工業　株式会社

北光印刷　株式会社

株式会社　ホテルニュー王子 http://www.newoji.co.jp/

ホンダカーズ南北海道苫小牧日の出店 http://hondacars.minamihokkaido.jp

前田測量　株式会社

株式会社　松本鐵工所
http://www.matsumoto-
tekkosho.co.jp

マックスバリュ支笏湖通り店



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

マックスバリュ新花園店

マックスバリュ澄川町店

マックスバリュ沼ノ端店

マックスバリュ弥生店

株式会社　マテック　苫小牧事業所 http://www.matec-inc.co.jp/

株式会社　マテック　苫小牧支店 http://www.matec-inc.co.jp/

株式会社　マルカツ

合資会社　丸幸金物店 http://www.marukou-kanamono.jp/

マルゼン食品　株式会社 http://maruzen-hokki.com

丸彦渡辺建設　株式会社　苫小牧支店 http://www.maruhiko.co.jp/

丸福塗料　株式会社　苫小牧営業所 http://www.marufukutoryo.co.jp/

三菱電機ビルテクノサービス　株式会社　北海道支社札幌支店　苫小牧営業所http://www.meltec.co.jp/

緑ヶ丘公園庭球場
http://www.tsk-
tomakomai.co.jp/tennis/tenis%20ind

明円工業　株式会社　環境資材部苫小牧工場
http://www.myoen.co.jp/kougyou/c
ompany.html

株式会社　室蘭菱雄苫小牧支店 http://ryouyuu.com

明和建商　株式会社

眼鏡市場　苫小牧店 https://www.meganeichiba.jp/

株式会社　本山グリーン管理

株式会社　モノリス苫小牧営業所 http://jing.co.jp/monolith/

株式会社　モリ
http://park1.wakwak.com/~mori/ent
ry1kaiysa.html

諸岡電設保安管理事務所

株式会社　山口技研コンサルタント



苫小牧市エコオフィス宣言　　宣言オフィス一覧

株式会社　山口電気機械工務所苫小牧支店

山口時計店

株式会社　ヤマツ苫小牧営業部 http://www.yamatsu.jp/

山本浄化興業　株式会社 http://www.more-clean.co.jp

株式会社　山本商店

勇武津資料館

ユニオン飯田

有限会社　吉田商事

リサイクルプラザ苫小牧

リセン商事　株式会社

緑振興産　株式会社

有限会社　レアル http://realgroup.co.jp/

株式会社　レンテック http://www.katagiri-g.com/renttec/

渡辺パイプ　株式会社 http://www.sedia-system.co.jp/


