
【新得町】6者

株式会社ザ・本屋さん 中田木材工業株式会社 社会福祉法人厚生協会 大樹町農業協同組合 遠藤商会

帯広信用金庫 株式会社伊豆倉組 新得町農業協同組合 （有）大樹ハイヤー 社会福祉法人　光寿会

株式会社平和園 アークコーポレーション株式会社 岡本スポーツ （有）雅交通 大樹電装

東洋農機株式会社　 ＮＰＯ法人とかち馬文化を支える会 総合衣料あくつ 日の出写真館 有限会社　山上広橋商店
株式会社ヒューマンリンクス 株式会社きづな保険エージェンシー 有限会社マル三相馬商店 株式会社北海道アルファ セブンイレブン大樹西本通店

株式会社中央エンジニア 北海道銀行帯広支店 新得ハイヤー（有） （株）寺嶋商産 有限会社　大樹清掃社
北海道中小企業家同友会とかち支部 北海道銀行帯広西支店 （有）上野興設 田中書店

株式会社北一やまざき 北海道銀行西五条支店 【清水町】5者 有限会社 神山電気商会 サイクルショップ　奥田

帯広交響楽団 北海道理容生活衛生同業組合帯広支部 株式会社紺野建設 菊池建設（株） HEALTHY　LIFE　オリーブ薬局

株式会社ホクコー 北海道美容業生活衛生同業組合帯広支部 十勝清水町農業協同組合 （有）木戸建設 株式会社　大樹協同商事

株式会社ウエスタン ゲオパーク帯広稲田 昭和タクシー（有） （株）高橋工務店 有限会社　吉田電化センター

株式会社サンコー緑化十勝営業所 株式会社サッポロアミューズメントファクトリー帯広店 イエローグローブ清水店 （有）恩田設備工業所 有限会社　すずき
株式会社ゲオディノス  ディノス帯広 株式会社トーシン 株式会社北洋銀行清水支店 ワーテック協同組合 ベスト電器大樹店

株式会社満寿屋商店 みゅうじっくはうす歌屋帯広稲田店 農事組合法人コスモG・B フクハラ　大樹店

帯広大正農業協同組合 スズラン企業株式会社 【芽室町】5者 （株）マルマツ建設 大樹郵便局

株式会社ホーム創建 帯広ハイヤー（株） 日本甜菜製糖㈱芽室製糖所 北東建設工業（株） 尾田郵便局

株式会社長原配送 東洋タクシー（有） 芽室町農業協同組合 有限会社野村建設 生花郵便局

国立大学法人帯広畜産大学 （株）まりもハイヤー 有限会社タケシマスポーツ 及川建設 石坂郵便局

昭和工業株式会社 金星釧路ハイヤー（株） 北海道銀行芽室支店 有限会社間組 一膳

有限会社ベイトソン 日の丸交通（株） （有）こばとハイヤー （有）北海道藤棚 畳とインテリアの仲野
帯広NPO２８サポートセンター 東京ハイヤー（株） 大木建設株式会社 林中家電

有限会社細野米穀 大正交通（有） 【中札内村】3者 株式会社創樹 ぱん本舗「くーぷ」

帯広ビル管理株式会社 社団法人十勝地区トラック協会 株式会社パーペル 勝海電気株式会社 サンジュリアン
コープさっぽろ帯広地区ベルデ店 東光舗道（株）　　　 中札内村農業協同組合 田中工業（有） 満月食堂
コープさっぽろ帯広地区かしわ店 北洋道路（株）　　　 ＮＰＯ法人いきいき生活支援夢といろ 播磨建設工業株式会社 株式会社　たいき調剤薬局

川田工業株式会社 株式会社北洋銀行帯広中央支店 株式会社松本工業 中村タイヤ工業所

医療法人社団高山泌尿器科 株式会社北洋銀行帯広南支店 【更別村】2者 株式会社エフリード 前野板金塗装
有限会社ピーズ・ノンカテゴリー 株式会社北洋銀行柏林台支店 株式会社更別企業 インターステラテクノロジス株式会社 有限会社　三浦自動車工業

株式会社カネタ 株式会社北洋銀行帯広西支店 更別村農業協同組合 株式会社阿部建設 住友生命大樹事務所

株式会社ヒグマ 株式会社まつもと薬局 有限会社　龍月 酒森タイヤ工業所

【広尾町】7者 有限会社　工藤公園 ラーメンの赤門

株式会社神野木工場

広尾町農業協同組合 【池田町】5者 【足寄町】22者

株式会社柳月 北海道拓殖バス株式会社 北海道銀行広尾支店 十勝池田町農業協同組合 斉藤井出建設株式会社

帯広大谷短期大学 株式会社山本忠信商店 広尾タクシー（有） 十勝高島農業協同組合 株式会社にいぬま

株式会社笹井ホテル 川尻産業株式会社 （有）港タクシー ワインタクシー（株） 足寄町農業協同組合
株式会社山下観光（富士ホテル） 一般財団法人十勝エコロジーパーク財団 拓殖工業株式会社 株式会社北洋銀行池田支店 ＮＰＯ法人あしょろ観光協会

株式会社大平原観光ホテル みゅうじっくはうす歌屋音更店 広尾町商工会 株式会社遊佐組 株式会社勝建工業

株式会社ホテル観月 音更タクシー（有） 有限会社サクライ

十勝川温泉第一ホテル 株式会社北海道銀行音更支店 【幕別町】26者 【豊頃町】3者 有限会社にしだ

木野農業協同組合 株式会社北洋銀行木野支店 オムニス林産協同組合 豊頃町農業協同組合 有限会社ムトウ自動車

音更町農業協同組合 札内農業協同組合 社会福祉法人豊頃愛生協会 有限会社大西自動車工業

幕別町農業協同組合 大津漁業協同組合 株式会社タイセツ

有限会社藤谷商店 株式会社外田組

株式会社アスワン 株式会社森下組

上士幌町農業協同組合 （有）坂井自転車商会 北斗タクシー（有） 【浦幌町】4者 株式会社木村建設
電源開発株式会社北海道支店上士幌電力所 上士幌美装（有） 社会福祉法人幕別真幸協会 浦幌町農業協同組合 株式会社 イエツネ

（有）花房電気器具店 纐纈文具店 （株）大上電気工業 株式会社フクタ 株式会社 横山電気商会

上士幌タクシー（有） （株）浜名鉄工 （株）大野建設 株式会社　サクシン 株式会社 河向組

(株)森岡建設 二瓶石材 　笠原建設（株） 札内緑地株式会社浦幌支店 道東建設工業株式会社

軽食喫茶　一休 （有）北海道緑化樹芸    加藤建設（株） 道東舗道株式会社

ピザとワインの店 パピリカ 保科金物店 （株）菊地建設工業　 有限会社 熊の子

シャディショップ 小椋商店 鉄板焼きレストラントバチ「tobachi」 コウケツ建設工業（株） 【本別町】6者 北海道銀行足寄支店

上士幌自動車工業(株) イエローグローブ上士幌店 （株）笹原商産 富士工業株式会社 足寄タクシー（有）

(株)宮内電気 株式会社富士見観光ホテル　中村屋 佐山建設工業（株） 本別町農業協同組合 イエローグローブ足寄店

(株)橘内建設 東大雪ぬかびら ユースホステル 滝上電気工業（株） 株式会社だちょうファーム足寄湖

（有）田中建材工業 Bistroふうか ナカムラ技建（株） 株式会社野田組 【陸別町】3者

（有）鮨の味通 山の旅籠　山湖荘 藤原工業（株） 本別ハイヤー（有） 株式会社石橋建設

（有）山本商店 有限会社 ドリームヒル 幕別興業（株） 株式会社北洋銀行本別支店 陸別町農業協同組合

サイクルストア　市川 株式会社 サンクローバー 丸田板金工業所 陸別ハイヤー（有）

杉本商店 株式会社　生涯活躍のまち　かみしほろ （株）三島組

森若建設（株）

【士幌町】2者 【鹿追町】2者 三共舗道（株）

士幌町農業協同組合 然別湖畔温泉ホテル風水 道路建設（株）

（有）士幌ハイヤー 鹿追ハイヤー（有） 株式会社北洋銀行幕別支店
北雄ラッキー株式会社札内店

【音更町】17者

【上士幌町】32者

（令和２年６月現在）

十勝管内の北海道家庭教育サポート企業一覧

【帯広市】60者 【大樹町】62者

272者

十勝管内の
家庭教育サポート企業数は

になります


