
 

※ 本一覧は、金融機関からの通知等を以て整理しますので、掲載がご入金日より遅くなる場合があることをご承知おき
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  (株)三本木組 
 

 エイト建設(株)   

  東胆振森づくり 

協同組合 
 

北海道建具工業 

協同組合連合会 
  

 

 (株)多東組   

 (株)箱館アクアソリューション (一財)日本森林林業振興会 

札幌支部帯広支所 
(一財)日本森林林業振興会 

旭川支部北見支所 
(一財)日本森林林業振興会 

札幌支部 
(一財)日本森林林業振興会 

旭川支部 
(一財)日本森林林業振興会 

札幌支部函館支所 
株式会社 北村商店 

北海道国有林採石協会   
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Shakotan Spirit 

日諸木 宮の森煎じ漢方薬局 

ひ も ろ ぎ 

株式会社 遠 藤 
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北海道経済連合会 北栄測量設計(株) (株)細道コンサルタント (一社)北海道商工会議所連合会  南北海道林業総合事業協同組合 

北海道芸術デザイン専門学校  北海道漁業協同組合連合会  石狩湾漁業協同組合 (株)北一組 田湯タナカ建設(株) 

登建設工業(株) 広尾漁業協同組合 日高建設協会 別海漁業協同組合 (公社)北海道さけ・ます増殖事業協会  

苫小牧埠頭(株) (一社)北海道水産土木協会  北海道定置漁業協会 (一社)北海道建設業協会  (一社)旭川建設業協会 

北海道の建設業に携わる女性の会 北海道漁港漁場協会 (一社)北海道水産会 北海道信用漁業協同組合連合会  北海道機船漁業協同組合連合会  

太平洋小型さけ・ます漁業協会 北海道いか釣漁業協会 (一社)日高管内さけ・ます増殖事業協会  (公社)北海道海難防止・水難救済センター  (一社)宗谷管内さけ・ます増殖事業協会  

(一社)根室管内さけ・ます増殖事業協会  (一社)北見管内さけ・ます増殖事業協会  (公社)北海道栽培漁業振興公社  北海道さんま漁業協会 沿岸バス(株) 

（一社）北海道水産物荷主協会  (一社)胆振管内さけ・ます増殖事業協会  小杉測量設計(株) ヤマモト巧建(株) (株)北建コンサルタント  

ランド・スペース・ワークス(株)留萌支店 オホーツク観光連盟 三共建設(株) 留萌測量設計(株) 立山青野建設(株) 

花本建設(株) 坂田組土建(株) (株)三島組 齊藤 文大 齊藤 久子 

杉村 里奈 丸彦渡辺建設(株)苫小牧支店  明和工業(株)苫小牧工場  (株)伊豆倉組 中富良野町商工会 

斉藤井出建設(株) (株)平田建設 徳井建設工業(株) 中舘建設(株) 静内産業土建(株) 

池田建設(株) 根室漁業協同組合 野付漁業協同組合 落石漁業協同組合 大谷産業(株) 

室蘭ヒート(株) (株)ネクサス 歯舞漁業協同組合 (株)フクタ (株)ジェーシービー 

上磯郡漁業協同組合 明円工業(株) 江差ロータリークラブ 旭川商工会議所 西江建設(株) 

フコク生命相互会社 札幌支社 苫小牧港開発(株) 全国漁業信用基金協会北海道支所  北海道漁業共済組合 北海道水産物加工協同組合連合会  

全国共済水産業協同組合連合会北海道事務所  北海道冷凍事業協会 (一社)北海道水産物検査協会  
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http://www.dokeiren.gr.jp/
http://www.hsps.co.jp/
https://www.hokkaido.cci.or.jp/
https://bisen-g.ac.jp/
https://www.gyoren.or.jp/
https://www.tayu-group.jp/kensetu.html
http://hidakakenkyo.com/
http://www.aurens.or.jp/hp/betsugyo/index.html
http://www.sake-masu.or.jp/
http://www.tomafu.co.jp/
http://hfea.jp/
http://www.doukenkyo.jp/
http://www.asaken.jp/
http://www.doukenkyo.jp/
http://h-suisankai.or.jp/
http://www.marinebank.net/
http://kisenren.com/
http://www.hidakasakemasu.sake-ten.jp/
http://h-mrc.jp/
http://soya-sakemasu.or.jp/
https://nemurosakemasu.hp.gogo.jp/pc/
http://okhotsk-salmon.or.jp/
https://www.saibai.or.jp/
http://www.engan-bus.co.jp/
http://h-ninushi.or.jp/
http://www.iburi-sake-masu.or.jp/
http://www.kosugi-sp.jp/
https://www.facebook.com/yamaco.jp/
http://hokken-c.com/
http://www.okhotsk.org/
http://www.sankyo-kk.co.jp/
https://www.hanamoto.co.jp/
http://www.maruhiko.co.jp/
http://www.meiwacorp.co.jp/index.html
http://izukura.xsrv.jp/wp/
http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=63
http://www.sai-ide.net/
http://hilata.co.jp/
http://www.tokuikensetsu.jp/
https://www.nakadate.com/
http://ikedakensetu.com/
https://www.jf-notsuke.jp/
http://www.ochiishi.or.jp/
http://www.otani-s.co.jp/
http://www.nexus-co.jp/
https://www.jf-habomai.jp/
https://www.jcb.co.jp/?link_id=cojp_logo
http://www.hkshiriuchi.jf-net.ne.jp/
http://myoenkougyou.jp/
http://www.esashi-rotary.jp/
https://www.ccia.or.jp/index.html
https://www.nishie-co.jp/
https://www.fukoku-life.co.jp/index.html
https://tomakai.com/
http://www.zengyoki.or.jp/about_gaiyo.html
http://www.gyosai.or.jp/members/01_hokkaido
http://www.seafood-hokkaido.com/
http://www.kyosuiren.or.jp/html/set02.html
http://www.h-skk.or.jp/

