
「「「「シルバーアドバイザシルバーアドバイザシルバーアドバイザシルバーアドバイザのののの店店店店」」」」登録店一覧表登録店一覧表登録店一覧表登録店一覧表 市町村名（今金町）

Ｎｏ 住　　　　　　　所 屋　　  号 代　表　者 連　絡　先

1 久遠郡せたな町北檜山区北檜山135 ㈱伊関組今金営業所 伊関　寿之 84-5511

2 瀬棚郡今金町字今金594 ㈱坂本建設 松下　正幸 82-0278

3 瀬棚郡今金町字今金359-91 正和運輸㈱ 瀧澤　忠志 82-2131

4 瀬棚郡今金町字今金116-5 外山建設㈱ 鈴木　志宏 82-0135

5 瀬棚郡今金町字今金359-91 和工建設㈱ 瀧澤　雅敏 82-0355

6 瀬棚郡今金町字中里35 高木重機 高木　晴男 82-2633

7 瀬棚郡今金町字今金412-103 鷲野建設 鷲野　喜代一 82-4311

8 瀬棚郡今金町字今金363 ㈱岩橋組 岩橋　貞夫 82-0295

9 瀬棚郡今金町字今金435 ㈱上村興業 上村　浩二 82-2092

10 瀬棚郡今金町字今金303-9 ㈱星建設 星　博之 82-0626

11 瀬棚郡今金町字今金313-29 ツブラ建設㈱ 螺良　弘志 82-1241

12 瀬棚郡今金町字今金430-11 ㈲蔭田重機 蔭田　政春 82-1591

13 瀬棚郡今金町字今金161 ㈲花井建設 花井　一信 82-0419

14 瀬棚郡今金町字今金435-36 小川建設 小川　準一 82-1025

15 瀬棚郡今金町字今金285-1 高野建設 高野　賢治 82-2172

16 瀬棚郡今金町字今金300-10 田中技建 田中　訓夫 82-2774

17 瀬棚郡今金町字今金319-9 ㈱ベスト建築 佐々木　浩司 82-0009

18 瀬棚郡今金町字今金194-4 ㈲岡林建設 岡林　忠行 82-0469

19 瀬棚郡今金町字今金378 ㈲庄司建設 庄司　則夫 82-2064

20 瀬棚郡今金町字神丘591-44 ㈲進建設 水野　進 82-1554

21 瀬棚郡今金町字神丘215-25 ㈲新居建設 新居　昭夫 82-2846

22 瀬棚郡今金町字今金306 坂本溶接 坂本　一男 82-1542

23 瀬棚郡今金町字今金164 ㈲佐藤板金工業所 佐藤　正一 82-0160

24 瀬棚郡今金町字今金454-4 いわぺん塗装 岩橋　正信 82-1026

25 瀬棚郡今金町字今金123-1 梅村塗装店 梅村　敏郁 82-0434

26 瀬棚郡今金町字今金412-77 海津塗装店 海津　牧人 82-0092

27 瀬棚郡今金町字神丘217-8 昭建具 苅屋　昭三 82-2415

28 瀬棚郡今金町字今金305-25 ㈱内ケ島製作所 内ケ島　和之 82-0363

29 瀬棚郡今金町字今金232 ㈲新家子室内装飾 新家子　優次 82-3161

30 瀬棚郡今金町字今金361 大倉電気㈱今金営業所 大倉　直 82-0321

31 瀬棚郡今金町今金189 ㈲山崎商会 山崎　繁樹 82-0136

32 瀬棚郡今金町字今金361 ㈲山田電気工業 山田　貞義 82-0751

33 瀬棚郡今金町字今金45-220 桧山通信 山本　照夫 82-1151

34 瀬棚郡今金町字今金281-37 山形住宅設備 山形　謙次 82-2430

35 瀬棚郡今金町字今金267-3 渡辺住宅設備 渡辺　誠 82-2654



36 瀬棚郡今金町字今金365 ㈱多田鉄工設備 多田　佳正 82-0108

37 瀬棚郡今金町字今金48-45 小西豆腐店 小西　規之 82-0003

38 瀬棚郡今金町字今金223-3 ㈲小川食品 小川　宏 82-0077

39 瀬棚郡今金町字今金52-2 ㈲うまいベイこだわり工房 伊藤　正行 82-1770

40 瀬棚郡今金町字種川284 山一木材工業㈱ 高橋　伯奉 82-0501

41 瀬棚郡今金町字今金160-7 今金はやし印刷社 林　晃一 82-0884

42 瀬棚郡今金町字今金146 野宮印刷 野宮　信春 82-0538

43 瀬棚郡今金町字今金459-116 今金コンクリート工業㈱ 藤田　悦雄 82-0550

44 瀬棚郡今金町字今金119 牧田畳店 牧田　敏幸 82-0253

45 瀬棚郡今金町字今金116-9 ㈲丸エ蝦名商店 和田　忍 82-0717

46 瀬棚郡今金町字神丘546-23 ㈱テーオー小笠原今金店 小笠原　康正 82-0400

47 瀬棚郡今金町字今金115 ㈲イチタ佐藤ふとん店 佐藤　修一 82-0908

48 瀬棚郡今金町字今金66 ㈲丸八飯田呉服店 飯田　マサエ 82-4530

49 瀬棚郡今金町字今金188 ㈲山高古谷呉服店 古谷　登 82-0078

50 瀬棚郡今金町字今金120-1 川原ふとん店 川原　雅之 82-0167

51 瀬棚郡今金町字今金162 ㈲たかしまや 高島　美穂子 82-0105

52 瀬棚郡今金町字今金184 ㈲中島商店 中島　佑幸 82-0535

53 瀬棚郡今金町字今金157 ㈲千葉呉服店 千葉　進 82-0269

54 瀬棚郡今金町字今金41 本田商店 本田　キミコ 82-0247

55 瀬棚郡今金町字今金214 ㈲川五中村商店 中村　芳夫 82-0019

56 瀬棚郡今金町字今金285-5 菅又鮮魚店 菅又　光男 82-1231

57 瀬棚郡今金町字今金226 ㈲つぶら屋 螺良　孝司 82-0720

58 瀬棚郡今金町字今金428 もち屋 山口商店 山口　初江 82-0043

59 瀬棚郡今金町字今金76 ㈲みのや商店 〈セイコーマート今金店・みのや店〉 河村　晴雅 82-0038

60 瀬棚郡今金町字今金412-65 ㈲リカーエンドフーズ.みなみかわ 〈ローソン今金店〉 南川　勝己 82-0427

61 瀬棚郡今金町字今金349 荒川商会 荒川　敏弘 82-0625

62 瀬棚郡今金町字今金143-1 細川モーター商会 細川　博道 82-0234

63 瀬棚郡今金町字今金86 細川輪業 細川　清 82-1724

64 瀬棚郡今金町字今金120-1 齋藤商会 齋藤　忠由 82-2448

65 瀬棚郡今金町字今金209-1 佐藤モーター商会 佐藤　静夫 82-1107

66 瀬棚郡今金町字今金147 藤村家具センター 藤村　公士 82-0741

67 瀬棚郡今金町字今金116 ホンマ電気商会 本間　行雄 82-0634

68 瀬棚郡今金町字今金313-26 ㈲あぶらや家電 油谷　久 82-0455

69 瀬棚郡今金町字今金159 ㈲舘田商会 舘田　慎也 82-0308

70 瀬棚郡今金町字今金365 ㈱佐々木金物 佐々木　照幸 82-0137

71 瀬棚郡今金町今金65 ㈲やまとや金物店 齊藤　忠 82-0121

72 瀬棚郡今金町字今金175 ㈲ツジ薬局 辻　忠生 82-0002

73 瀬棚郡今金町字今金248-1 クスハラ化工農機商会 楠原　義光 82-1745

74 瀬棚郡今金町字田代62-6 ㈱ホクノウ機器販売 岡本　優 82-0227



75 瀬棚郡今金町字今金161 宮下種苗店 宮下　正利 82-0742

76 瀬棚郡今金町字今金220 ㈱佐藤商店今金営業所 佐藤　幸正 82-0768

77 瀬棚郡今金町字今金358-43 道南エア・ウォーター㈱今金サービスセンター 加藤　亮 82-0750

78 瀬棚郡今金町字今金120 ㈲黒澤商会 黒澤　茂樹 82-0716

79 瀬棚郡今金町字今金430-19 ㈲丸金今商店 今　勝 82-0680

80 瀬棚郡今金町字今金157 ㈱大志堂今金店 下田屋　守 82-0064

81 瀬棚郡今金町字今金159 ㈲さわ書店 澤　卓 82-0723

82 瀬棚郡今金町字今金191-28 ㈲北海道新聞今金専売所 青山　正樹 82-0001

83 瀬棚郡今金町字今金177 まるい商店 柴田　好子 82-0126

84 瀬棚郡今金町字今金187 ㈱クリキ 栗城　敏雄 82-0248

85 瀬棚郡今金町字今金178 （資）永豊商店 永井　敏治 82-0032

86 瀬棚郡今金町字今金160 ㈲ニコニコ 〈ニコニコ食堂〉 加賀谷　定 82-2525

87 瀬棚郡今金町字今金227-2 ㈲由浅食堂 由浅　イソ子 82-0068

88 瀬棚郡今金町字今金164 喰いどころ 和しょく田なか 田中　勝久 82-0568

89 瀬棚郡今金町字美利河41-23 日本料理わたなべ 渡辺　正治 83-7545

90 瀬棚郡今金町字今金160 ㈲菊寿し 〈石田屋〉 石田　明弘 82-0416

91 瀬棚郡今金町字今金260 三千里 浅野　ゑい子 82-1023

92 瀬棚郡今金町字今金211 ㈲お食事処せんなり 日野　吉司 82-0220

93 瀬棚郡今金町字今金233-4 喜楽食堂 萬谷　裕史 82-1059

94 瀬棚郡今金町字今金363-11 隆寿司 荒川　隆祐 82-3750

95 瀬棚郡今金町字今金172 純喫茶フラワー 石井　照子 82-0360

96 瀬棚郡今金町字今金191-30 ㈲八千よ 大倉　寮一 82-0359

97 瀬棚郡今金町字今金164 スナック瀞 佐々木　タキ 82-3090

98 瀬棚郡今金町字今金191-36 スナックまこ 加藤　政子 82-1843

99 瀬棚郡今金町字今金157-32 居酒屋 朋友(ぽんゆう） 稲木　覚 82-2790

100 瀬棚郡今金町字今金240-2 スナツクＲ 浅野　冷子 82-2089

101 瀬棚郡今金町字今金361 スナックマドンナ 一瀬　恭宏 82-0178

102 瀬棚郡今金町字今金160-35 歩炉酔居処 麺鶏 村上　栄二 82-3093

103 瀬棚郡今金町字今金７4 石川旅館 石川　玲子 82-0016

104 瀬棚郡今金町字今金171 君ちゃんラーメン 近藤　広 82-0061

105 瀬棚郡今金町字今金191-4 スナックみらい 下本　栄子 82-1348

106 瀬棚郡今金町字今金100 佐久間旅館 佐久間　粧子 82-0491

107 瀬棚郡今金町字今金258 末広旅館 遠藤　敬子 82-0066

108 瀬棚郡今金町字今金234 まるびし旅館 菱田　敏子 82-0811

109 瀬棚郡今金町今金435-270 ㈱いまかね 栗城　敏雄 82-3332

110 瀬棚郡今金町字美利河250-1 ㈱クアプラザピリカ 外崎　秀人 83-7111

111 瀬棚郡今金町字今金430-5 浜田はり療院 浜田　郁夫 82-2012



112 瀬棚郡今金町字今金61-1 ㈲三共エンジニア 矢部　祐之 82-3639

113 瀬棚郡今金町字神丘581-14 さとる工芸 佐藤　覺 82-0808

114 瀬棚郡今金町字今金202 村上写真館 村上　靜枝 82-0623

115 瀬棚郡今金町字今金286-10 行政書士なかやかおり事務所 中谷　香織 82-4025

116 瀬棚郡今金町字今金355-6 辺見クリーニング今金店 辺見　憲一 82-3501

117 瀬棚郡今金町字今金359-120 渡部クリーニング 渡部　ケイ子 82-0364

118 瀬棚郡今金町字種川286 秋山理容所 秋山　實 82-0671

119 瀬棚郡今金町字今金159-9 さかい理容院 坂井　幸男 82-0348

120 瀬棚郡今金町字今金206-6 シュプールワシノ 鷲野　竹春 82-1455

121 瀬棚郡今金町字今金157-33 すぎうち理容室（ともこ美容室） 杉内　浩二 82-1063

122 瀬棚郡今金町字今金315-10 ヘアーサロンタナカ 田中　次生 82-0635

123 瀬棚郡今金町字今金162 理容クラモト 庫元　達哉 82-1722

124 瀬棚郡今金町字今金43-1 髪屋 多田　文江 82-1935

125 瀬棚郡今金町字今金202 サロン・ド・メグ 鈴木　美恵子 82-0607

126 瀬棚郡今金町字今金219-3 美容室ジュン 日置　純子 82-2487

127 瀬棚郡今金町字今金165 ㈲エクセル 桜井　ヨシ子 82-0731

128 瀬棚郡今金町字今金41 ㈲瀬棚公益社 本田　キミコ 82-0247

129 瀬棚郡今金町字田代62-17 三栄商事㈱ 〈パチンコボンボン今金店〉 木村　佳津彦 82-1743

130 瀬棚郡今金町字今金123 北部檜山環境衛生㈲ 樋野　祐司 82-0403

131 瀬棚郡今金町字金原47 ㈱久ヶ澤自動車 久ヶ澤　正幸 82-0590

132 瀬棚郡今金町字今金221-1 平野自動車板金塗装店 平野　弘光 82-0880

133 瀬棚郡今金町字今金220 今金オート㈱ 久保田　実 82-0423

134 瀬棚郡今金町字今金453-61 ㈲郷司電装 郷司　渉 82-0498

135 瀬棚郡今金町字八束10 岡農機サービス 岡　孝司 82-2285

136 瀬棚郡今金町字田代233-10 ㈲今岡建機サービス 今岡　正裕 82-0676

137 瀬棚郡今金町字田代329-1-2 ㈲ヤスニシ商会 安西　芳勝 82-2862

138 瀬棚郡今金町字種川350-1 ㈲ササキ総合管理サ－ビス 佐々木　徳男 82-0525

139 瀬棚郡今金町字田代329-6 農事組合法人ぴりかファーム 末藤　春義 82-0188

140 瀬棚郡今金町字種川486-6 今金ゆめ食産㈱ 田井中　剛 82-3522

141 瀬棚郡今金町字田代457-30 ㈲協和産業 和田　守 82-2866

142 瀬棚郡今金町字今金405-18 ㈲久保田林業 久保田　勝 82-1409

143 瀬棚郡今金町字今金142 東ハイヤー㈲今金営業所 松本　年弘 82-0166

144 瀬棚郡今金町字今金599-3 新栄通運㈱ 中里　幸則 82-3478

145 瀬棚郡今金町字八束88-84 ㈲幹栄運輸 麓　幹宏 82-1943

146 瀬棚郡今金町字神丘158 ㈲テーオー山一運輸 上村　寿行 82-0162

147 瀬棚郡今金町字今金173-2 ㈱北海道銀行今金支店 松崎　英樹 82-0231

148 瀬棚郡今金町字今金28 コーポあけぼの 佐藤　政己 82-1423

149 瀬棚郡今金町字今金170 マイホーム藤川 藤川　精一 82-2250


