
【あ】 帯広断熱(株)　 坂本ビル（株）　
(税)あおぞら会計事務所　 帯広地方卸売市場（株）　 佐々木畜産（株）　
（有）青田企画巧芸　 帯広地方自家用自動車協会　 笹谷建設（株）　
浅岡工業（株）　 帯広地方自動車整備振興会　 （株）サトウ　
（株）朝日　 帯広地方中古自動車事業協同組合　 （株）佐藤工務店　
（株）アサヒ金物　 帯広通商（株）　 佐藤税務会計事務所　
アサヒ電気（株）　 （株）帯広電子計算センター　 （株）ザ・本屋さん　
（医）新井病院　 （株）帯広土木設計　 （株）三協設備　
荒木法律事務所　 帯広トヨペット（株）　 三協総合紙器（有）　
アラヤ総合設計（株）　 （有）帯広はなや　 三晃堂音響部　
（株）有賀さく泉工業　 帯広ビル管理（株）　 三宝産業（株）　
EasyDiner7026　 帯広広小路商店街振興組合　 三洋興熱（株）　
飯沼建設（株）　 オビヒロフーズ（株）　 (株)時事タイムス放送社　
イオン帯広　 帯広プロパン（株）　 紫竹ガーデン遊華　
（有）池川道路　 帯広平原通商店街振興組合　 （株）シバタ　
池田建設工業（株）　 帯広ホームインサル（株）　 （株）柴野電工社　
（株）石岡時計店　 帯広三菱自動車販売（株）　 （有）ジャストサイン　
（株）伊豆倉組　 帯広ヤクルト販売（株）　 勝栄興業（株）　
磯部鉄建（株）　 帯広ユアサ電池販売（株）　 昭栄電機（株）　
（株）市川組　 帯広ユニフォーム（株）　 昭建設備工業（株）　
（有）五日市　 商工中金帯広支店　
（株）イトーヨーカドー帯広店　 【か】 昭和工業（株）　
井上建設（有）　 （株）梶尾花園　 昭和プリント（株）　
（株）イノタニ　 （有）加藤電機工業所　 （株）食創　
井原工業（株）　 門建築設計事務所　 （株）シン技術コンサル　
（株）岩佐　 （株）上嶋自動車　 （株）振興電気　
（株）ウエスタン　 （株）カラサワ靴店　 （株）新生堂スポーツ　
上光施設工業（株）　 カルビーポテト（株） （有）新東測量設計社　
（株）有働鉄工所　 河合鉄工（株）　 （株）進藤鋳造鉄工所　
永光建設（株）　 河井ローダー建設（株）　 （株）水晶堂　
エーデーシーサービス(株）　 （株）川上建設　 （株）杉浦　
SPC　とかちむら(株)　 川田工業（株）　 （有）スギソウ　
ＨＴＢ北海道テレビ放送㈱帯広支社　 環境整備工業（株）　 （有）すきやきの松伊　
（株）江戸屋　 （株）北口電器商会　 （株）ズコーシャ　
（株）エヌシーおびひろ　 （株）きだ塗装　 （有）鈴屋　
NTT東日本　北海道東支店　 北日本ビル（株）　 （株）すずらん　
ＦＭ　WING　 北の屋台　 スズランボウル　
（有）エポック　 北浜商事（株）　 （株）スパッシオ　
エラサッシ工業（株）　 杵渕工業（有）　 （株）ｾｲｺｰﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ帯広支店　
Ｌサイズﾌｧｯｼｮﾝﾗﾙｼﾞｭはせがわ　 木下工業（株）　 （株）セイトー電設　
（株）王勝設備　 （有）喜舟　 生命保険協会
（医)社団博仁会大江病院　 （株）共成　 （有）関口造園　
太田電機（株）　 キョーワ事務機（株）　 （株）総合設計　
大槻理化学（株）帯広営業所　 （有）旭東測量設計社　 （株）総合防災　
（株）岡田設計帯広事務所　 （有）キリヤガラス店　 相互電業（株）　
（株）オカモト　 桐谷建設工業（株）　 （株）創造設計舎　
奥一級建築士事務所　 キリヤ和楽器店　 （株）曽我　
（有）奥設備工業　 （有）工藤農機　 そばの丸福　
奥田工業（株）　 （有）窪田工業　 （株）ソラチ 
（株）奥原商会　 （株）熊谷興業　 （株）反町　
小椋塗工（株）　 （有）熊切設備工業所　
（株）おざわ　 （株）クランベリー　 【た】
（株）尾関土建　 グリーンヒル（株）　 （株）ダイイチ　
（株）帯建工業　 （株）クリエイト物流　 （株）第一自動車学校　
帯瀬鉄工（有）　 栗田会計事務所　 第一熱原（株）　
（協）帯広卸売センター　 栗林建設（株）　 大栄管機（株）　
帯広ガス（株）　 来海有起税理士事務所　 大栄電設（株）　
帯広管工事業協同組合　 慶愛病院　 タイキ工業（株）　
(有)帯広看護婦家政婦紹介所　 （株）ケイセイ　 大玄工業（株）　
帯広協会病院　 警備協力会　 大昭電気工業（株）　
帯広銀行協会　 弘栄建設（株）　 大成建設（株）道東地区営業所　
帯広空港ターミナルビル（株）　 （株）河野産業　茶の河野園　 大成ベルト工販（株）　
（一社）帯広建設業協会　 （株）晃陽燃料　 大同出版紙業（株）　
帯広建築工業（協）　 光菱商事（株）　 太平電気（株）　
帯広コア専門学校　 （株）興和商事　 太平洋建設工業（株）帯広支店　
（株）帯広公益社　 (有)小枝産業　 太平洋興発（株）帯広支店　
帯広工業団地協同組合　 （株）小甲建設　 （株）大望　
帯広広告業協会　 国際綜合ガラス（株）　 大和雑穀（株）　
帯広厚生病院　 コスモスベリーズ道東店　 高木皮膚科　
帯広市医師会　 小関内科医院　 髙堂建設（株）　
帯広市川西農業協同組合　 （株）コニシ　 （株）タカハシ塗装　
（株）帯広自動車学校　 小林歯科医院　 （株）高橋木工場　
帯広市ハイヤー協同組合　 （株）小森照吉商店　 拓北電業（株）帯広支店　
帯広信用金庫 （有）小山折箱容器工業　 武田建設（株）　
帯広水産食品（株）　 （株）近藤商会　 （株）武田鉄工所　
帯広スバル自動車（株）　 竹屋製菓（株）　
（有）帯広清掃工務店　 【さ】 ダスキンオビヒロ（株）　
帯広大正農業協同組合　 弁護士法人　斉藤道俊法律事務所　 （株）ダスキン道東工場　

応援ありがとうございました！
第70回おびひろ平原まつりは多くの皆様にご協力いただいております。
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【た】続き 熱原帯広（株）　 （有）美珍樓　
（株）田中測量設計　 ネッツトヨタ帯広（株）　 宮坂建設工業（株）　
（株）谷保商店　 （有）野崎商店　 宮田帯東（株）　
谷本会計事務所　 （株）ノブ　 宮本商産（株）
（株）タニワキ　 （有）村上金物店　
旅の便利屋 【は】 （株）明治十勝帯広工場　
（株）タム　 （株）萩原敬造商店　 芽室仕出し（株）　
ヂーゼル精器サービス（株）　 萩原建設工業（株）　 森歯科医院　
（株）千葉建設　 長谷川防災（株）　 森末整形外科医院　
（株）千葉工務店　 （株）ハナオカ　 森税理士事務所　
（株）中央エンジニア　 パナソニックスイッチングテクノロジーズ（株）　 森設備工業（株）　
（株）土谷特殊農機具製作所　 （有）林製パン工場　
ツルハドラッグ ハラデンキ（株） 【や】
ＤＣＭホーマック（株）　 （有）ぱんちょう　 野外科学（株）　
（株）ディステリア京屋　 東日本道路（株）　 （株）谷津設計　
（株）ティワイネット 東北海道いすゞ自動車（株）　 やまさミート（株）　
テーエス電気工事（株）　 東北海道日野自動車（株）　 （株）山下家具店　
（株）データ管理　 （協）東北海道労務福祉協会　 山田機械工業（株）　
（株）鉄建　 （株）樋口電気工業　 （株）大和写真舘　
（株）土井組　 菱中産業（株）　 （株）ヤマト商会　
東亜飯田（株）　 （有）ビジネスホテル宮崎　 （株）山本忠信商店　
道朝日電設（株）　 ひまわり産業（株）　 （株）山本時計店　
東亜道路工業（株）帯広営業所　 平田技術コンサルタント（株）　
東京美装北海道（株）帯広営業所　 広瀬高周波工業（株）　 【ら】
東光舗道（株）　 （有）福島建設　 UDトラックス道東（株）　
東勝物流（株）　 （有）フク電工社　 有楽町食堂　
（株）東伸建設　 （株）福原　 ラリー北海道　
道東機械リース（株）　 富士金網製造（株）　 （株）柳月　
道東自工（株）　 冨士新舗道（株）　 類家塗装 
道東鉄工（株）　 フジ暖房工業（株）　 レストランホーム　
（株）東武機械　 （株）藤丸 六花亭製菓（株）
東洋印刷（株）　 ふじまるビル（株）　 （株）ロンド　
東洋通工（株）　 （株）藤森商会　 ＹＳヤマショウ（株）　
道路工業（株）十勝営業所　 （株）富士雄設計コンサルタント
東和工研（株）　 ﾋﾞｼﾈｽﾎﾃﾙ ﾌﾟﾗﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ　 【わ】
十勝ガーデンズホテル　 （有）プリントプロ写楽　 ワインショップイノウエ　
(税)とかち会計パートナーズ　 プレミアホテル―CABIN―帯広　
十勝硝子（株）　 （株）平和園　
とかち館（クリエート（株））　 （株）奉商　
十勝広域森林組合　 （株）北勝電設　
とかちシゴトガイド　 （株）北炭総業　
十勝信用組合　 社会医療法人北斗　北斗病院　
（有）十勝清掃管理センター　 北洋道路（株）　
（株）十勝ヂーゼル計器　 （株）北洋防災工業所　
トカチックス（株）　 星屋（株）　
（有）十勝電器　 細川製餡（株）　
十勝電気工事業協同組合　 （株）北海道アルファ　
十勝電材（株）　 (株)北海道エコシス　
十勝農業機械協議会　 北海道コカ・コーラボトリング（株）　
十勝バス（株）　 北海道拓殖バス（株）　
十勝舗道（株）　 （株）北海道畜産公社道東事業所十勝工場　
徳井建設工業（株）　 北海道道路整備（株）　
（株）ドコモＣＳ北海道　 （株）北海道ホテル　
トヨタカローラ帯広（株）　 北海道道路保全（株）　
ＴＲＡＤ（株）　 （株）北海道ロードサービス道東支店　

ホテル日航ノースランド帯広　
【な】 （有）堀内測量事務所　
中井会計事務所　 堀川建設（株）　
長尾建設（株）　 医療法人社団 堀整形外科　
（株）中島自工　 本庄雅人税理士事務所　
（有）中田食品　
中道リース（株）帯広支店　 【ま】
長屋建設工業（株）　 （有）前川クリーニング店　
（有）中山金物店　 前田道路（株）帯広営業所　
（株）成井　 （有）前野商店　
（株）南大門　 （株）マコトヤ　
ナンバ薬品（株）　 （株）満寿屋商店　
西江建設（株）　 松木設備保温工業（株）　
西岡建設（株）　 （株）松島　
（有）西田晃芳商店　 （株）松田会計事務所　
医療法人社団 西田内科医院　 （株）松田技術コンサルタント　
（有）西村自動車工業　 （株）マツダ樹生園　
ニチゴ産業（株）　 （株）松原特殊農機　
（株）日協運輸　 松本管材（株）　
日協設備（株）　 （株）まつもと薬局　
(株)日専連ジェミス　 （株）マテック　
日本家畜貿易（株）　 （株）真鍋庭園緑化　
日本通運（株）帯広支店　 （株）マリエッタ　
日本道路（株）帯広出張所　 （株）丸勝　
（有）ネオテック　 丸菱測量設計（株）　
（株）ネクサス　 右谷建設工業（株）　
NEXCO東日本　 道観光（株）　
（株）猫本保険事務所　 （有）ミチ企画ウインザー　


