
H27.9.28 現在

事業所名 住所 電話番号 取り扱いサービス等

海鮮「蔵」 木野大通西7-1 31-0299 居酒屋

笑喜 木野大通東8-1 31-2542 居酒屋

とりやす 木野大通東4-3 31-6565 居酒屋

炉ばた　一休 木野大通西4-2 31-1837 居酒屋

とりせい 大通4-2 42-2325 居酒屋

つぼ八音更店 木野大通西11-1 30-3881 居酒屋

酒宴厨房はく 北鈴蘭南2-1 67-8284 居酒屋

鳥せい音更木野店 木野大通西9-1 31-2989 居酒屋

炭火串焼き　うさぎ 緑陽台仲区30-3 30-0158 居酒屋

炭焼居酒屋　山の猿　音更店 木野大通東16　ぴあざフクハラ音更店内 43-5001 居酒屋

とみの食堂 木野大通東4-3 31-6767 食堂

昇月食堂 十勝川温泉南14-1 46-2045 食堂

いくのや食堂 新通20-1 090-7518-9499 食堂

食事處　大阪 駒場本通5-15 44-2248 食堂

えびす亭 東音更西3-7 42-0086 食堂

きゃべつ亭 木野大通西12-3 31-2115 食堂

清寿司木野店 木野大通東4-1 31-0785 寿司

寿し・天ぷら　食事処　江戸金 十勝川温泉南14-1 46-2315 寿司

ファミリー寿司　まんぼう 木野大通西7-1 31-5226 寿司

寿司の天清 大通4-2 42-2048 寿司

誠寿し 大通10-7 42-3597 寿司

まつりや十勝音更店 木野大通東10-5 67-4767 寿司

回転ずし羽衣亭音更店 木野大通西8-1-3 32-5353 寿司

スナックプチ 大通4-2 42-5677 スナック

スナック酔ing 北鈴蘭南1-2 30-2203 スナック

カラオケスナックたま 木野大通東6-1 30-7663 スナック

smoked food Bar Rep. 木野大通東6-1 31-8068 スナック

そば香房　わ膳 木野大通西9-2 97-1112 そば

手打蕎麦　掌 木野大通東6-1 67-4136 そば

そば処　一休庵 北鈴蘭南2-1 31-5155 そば

【飲食】
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【飲食】

蕎麦二天 木野西通13-1 30-0210 そば

七飯食堂 新通6-5 42-1693 そば

えどや 新通北1-2-4 42-6221 そば

そば盛 大通9-3 42-2620 そば

中華バイキング　桃花 木野大通西19　道の駅2F 30-2302 中華

ラ・ステラポラーレ音更店 木野大通西14-1 66-7030 パスタ

パスタ＆カフェ　ふう 木野大通東4-2 090-1387-5870 パスタ

十勝ぶただん 大通6 42-8129 豚丼

焼肉ハウス大 木野西通9-6 31-4029 焼肉

焼肉金剛苑 新通7-2 42-4129 焼肉

焼肉だいじゅ園木野大通東店 木野大通東11-2 30-1129 焼肉

しあわせ　田丸屋 木野大通東6 31-7530 焼肉

味覚園音更店 木野大通西14-1 32-2266 焼肉

麺処　田楽 十勝川温泉北15-1 46-2337 ラーメン

らぁめん創房藤 木野大通東10-4 30-1010 ラーメン

ラーメンハウス　三平 木野大通東8-1 31-7052 ラーメン

㈲めん吉　木野店 木野大通東17-1 30-8780 ラーメン

羅阿麺亭 新通北1-9 42-2733 ラーメン

らーめんの力屋亭 木野大通西11-1 30-0707 ラーメン

麺や　ぼうず 大通12-11 42-2202 ラーメン

ラーメンとカレーのお店こんの　音更店 柳町南区3-7 67-6734 ラーメン

麺流　政宗 すずらん台仲町1-1 30-3302 ラーメン

ステーキ宮　音更店 木野大通西11-9 30-8111 ステーキ＆ハンバーグ

とんかつの店　かつげん 宝来仲町南2-3 30-1011 とんかつ

十勝山賊うどん　音更店 木野大通西15-2 32-5665 うどん店

お好み焼き道とん堀音更店 木野大通西11-2 32-5700 お好み焼き店

カレーのお店KONNO 木野大通東9-4-6 67-6732 カレー店

カレーハウスCoCo壱番屋音更木野大通店 木野大通東12-1 32-2551 カレー店

喫茶ビスカフェ 中鈴蘭北6-5 30-5022 喫茶店

カフェ　はーと 木野西通15　音更町文化センター内 31-5215（呼） 喫茶店
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マックハウス音更店 木野大通西14-1 31-9011 衣料品

おいかわ 大通6-3 42-2054 衣料品

小野呉服店 駒場本通3-12 44-2413 衣料品

総合衣料の江と屋 大通5-3 42-2004 衣料品

USEDブランド服ショップ　ベリーブルー 木野大通東15-3 30-0429 衣料品

ファミリー・ファッションもりの 木野大通東5-3 31-0111 衣料品

ファッション　イフ　 木野大通西17　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰOK内 31-0066 衣料品

ファッション　イフ２ 木野大通西17　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰOK内 31-0016 衣料品

ファッション　ナウ 木野大通東16　ぴあざフクハラ音更店内 30-2424 衣料品

ブティック　シェルプール 中鈴蘭北6-5 31-3436 衣料品

SWEAT 木野大通東14-1 31-8870 衣料品・雑貨

Passen 木野大通東14-1 31-8100 雑貨・衣料品

ファッション市場サンキ音更店 木野大通東12-3 43-4144 衣料品・雑貨等

コスモス 木野大通東6-1 66-4492 雑貨

FARMER'S すずらん台南町1-6 30-1367 家具・雑貨

㈱チヨダ　東京靴流通センター音更店 木野大通西14-1 32-5170 靴

靴バッグのマツウラ 木野大通東16　ぴあざフクハラ音更店内 30-2555 靴・バック

「元気いっぱい」ワーク館 木野大通西11 30-2848 作業服・作業用品

青木園芸 音更西1-69 42-2163 園芸

花時計 木野大通東16　ぴあざフクハラ音更店内 30-2151 生花

㈲晴耕園苗畑 大通10-7 42-2025 種苗

㈱マツダ樹生園 木野大通東5-1 31-6251 種苗・花

ハピオガーデン 木野大通西6-1 31-1889 種苗・野菜

アトリエ・セツ 共栄台東13-1 32-5553 花

でんきはうすナカムラ 大通8-5 42-2150 家電

ハラデンキ㈱　ＯＫ店 木野大通西17-1 30-2020 家電

山下電器商会 木野大通東4-1 31-5507 家電

いがらし電器 大通7 家電

金物たかしま 大通4 42-2411 金物

【小売】
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【小売】

チーズケーキの一厘 大通5-3 29-4809 ケーキ・菓子

ケーキと窯菓子ユトリベルグ木野店 木野大通東10-4 30-6166 ケーキ・菓子

㈱柳月 下音更北9線西18 32-3333 ケーキ・菓子

スイーツファクトリー　グリーン 木野大通東13 30-3751 ケーキ・菓子

シュガーハウス 東音更西3-7 42-0087 ケーキ・菓子

道の駅おとふけ 木野大通西19-5 31-8511 特産品

㈱山本忠信商店 木野西通7-3 31-1168 雑穀

事務機のささき 緑陽台南区23-46 43-4000 事務機

売鮮市場どんどん音更店 木野大通西15-2 30-3000 食品小売

エーコープおとふけ店 大通5-1 42-4334 食品小売

㈱オーケー 木野大通西17-1 30-2121 食品小売

ダイイチ　音更店 木野大通東12-3 43-4567 食品小売

ぴあざフクハラ音更店 木野大通東16-1 30-2980 食品小売

フクハラすずらん台店 すずらん台仲町1-1 32-2980 食品小売

ハピオ木野 木野大通西7-1 31-2141 食品小売

サカイマート 中鈴蘭南2-3 31-4266 食品小売

㈱魚勝 木野大通東12-4 31-6855 食品小売

クロスタウンおとふけ　産直市場　らららマルシェ 木野大通西13-1 30-9000 食品小売

ルーキーいちまる 木野大通東10-2 31-6511 食品小売

㈲宝永 東通20-2-11 42-1260 食品小売

パンハウス 雄飛が丘南区3-9 42-1535 製造小売

TSUTAYA木野店 木野大通西12-1 31-8835 書籍・レンタル

㈱香栄寝装 木野大通西8-1 31-1315 寝具

宮崎畳寝具店 木野大通東8-9 31-6761 畳・カーテン

北海道新聞音更販売所 新通12-4 42-1888 新聞

五十嵐新聞店 駒場本通2-5 44-2608 新聞

かちまい音更 大通6-1 080-０800-3015 新聞

アルペン音更店 木野大通西16-1 30-1681 スポーツ用品

ホンダサービス高橋 共栄台西12-9 31-2488 機械販売・修理
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【小売】

ＤCMホ－マック音更店 木野大通東12-2 30-1496 ホームセンター

コメリホームセンター音更店 木野大通西16-1 31-9111 ホームセンター

塚本商店 十勝川温泉北14-1 46-2014 たばこ・酒

ミニマートかわむら 雄飛が丘北区1-2 42-3879 たばこ・酒

グットフィッシングおおつき 木野大通東4-1 31-3852 釣具

クレイジーフィッシャー 木野大通東7-1 30-4636 釣具

㈱丸信増山商会 木野大通東4-1 31-2831 時計・写真

マスヤマ　ハピオ店 木野大通西7　ハピオ木野店内 30-2346 時計・写真

マスヤマ　フォトショップOK店 木野大通西17　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰOK内 30-2500 時計・写真

セイコーマートよしぐち店 木野大通西14-1 31-4061 コンビニエンスストア

セイコーマート十勝川温泉店 十勝川温泉南14-1 46-2188 コンビニエンスストア

セイコーマートおとふけ宝来店 宝来仲町南1-11 30-1610 コンビニエンスストア

セイコーマート音更宝来西町店 宝来西町南2-15 30-8818 コンビニエンスストア

セイコーマート音更すずらん店 すずらん台仲町1-1 30-7781 コンビニエンスストア

セイコーマート音更木野東店 木野大通東9-4 32-5550 コンビニエンスストア

セイコーマート音更店 大通11-3 42-5522 コンビニエンスストア

セイコーマート十勝大橋 木野大通西2-2 30-3456 コンビニエンスストア

セイコーマート共栄店 共栄台西12-7 30-7700 コンビニエンスストア

セイコーマート緑陽店 緑陽台仲区30-3 32-2244 コンビニエンスストア

ローソン音更木野大通西八丁目 木野大通西8-1 30-0690 コンビニエンスストア

ローソン音更鈴蘭新通店 すずらん台北町1-9 31-5411 コンビニエンスストア

セブンイレブン音更木野大通西店 木野大通西12-1 30-2280 コンビニエンスストア

セブンイレブン音更木野店 木野大通東6-1 30-0711 コンビニエンスストア

セブンイレブン音更共栄台店 共栄台西13-1 30-2723 コンビニエンスストア

セブンイレブン音更木野大通東店 木野大通東17-2 30-2045 コンビニエンスストア

セブンイレブン音更新通店 新通12-2 42-2063 コンビニエンスストア

セブンイレブン音更新通1丁目店 新通1-7 42-2030 コンビニエンスストア

セブンイレブン音更ひびき野店 ひびき野西町1-1-19 30-5735 コンビニエンスストア

㈲加藤眼鏡店 木野大通西4-2 31-2626 メガネ
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メガネの文明堂木野ＯＫ店 木野大通西17　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰOK内 31-7132 メガネ

メガネのプリンス音更店 木野大通東16-1 43-5588 メガネ

眼鏡市場　音更店 木野大通西14-1 30-7288 メガネ

GLASSISM音更店 木野大通西15-2 31-3333 メガネ

マリエッタ 木野大通西17　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰOK内 31-2310 手芸品

フォーラム 木野大通西17　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰOK内 31-4081 書籍

㈱はるやまチェーン音更店 木野大通西11-1 32-3529 紳士服

ＰＣどくたー 木野大通東5-3 29-8172 パソコン修理・販売

ぱわーすぽっとK 宝来仲町南1-11 66-7150 宝飾

ベースボールショップ年中野球 大通5-2 32-4828 野球用品

まめ十勝.ｃom 北鈴蘭南4-3 31-1093 豆腐製造キット

バビーズ帯広音更店 木野大通東10-4 31-1350 子供服

トイザらス帯広音更店 木野大通西17-1 30-9190 玩具・子供用品

㈲クロカワ 大通4-4 42-2034 農産物移出

ほっともっと音更店 木野大通西11-2 32-3720 お弁当

ファミリー寿司　まんぼう 木野大通西7-1 31-5226 寿司

リサイクルショップあいうえお音更店 木野大通西15-2 31-1360 リサイクルショップ
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観月苑 十勝川温泉南14-2 46-2001 旅館・ホテル

富士ホテル 十勝川温泉南14-1 46-2201 旅館・ホテル

笹井ホテル 十勝川温泉北15-1 46-2211 旅館・ホテル

帯広リゾートホテル 東和西3-71 42-2220 旅館・ホテル

ホテル大平原 十勝川温泉南15-1 46-2121 旅館・ホテル

十勝川温泉　第一ホテル 十勝川温泉南12-1 46-2233 旅館・ホテル

㈱筒井温泉 長流枝1 46-2301 旅館・ホテル

ホリデーイン　ホテル十勝川 十勝川温泉南16-2 46-2555 旅館・ホテル

イージーリビングテラス 上然別北6-27 45-2101 簡易宿泊

9

【旅館・ホテル】
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医療法人社団宝来中央歯科 宝来東町南1-1 31-8866 歯科医院

矢野歯科医院 柳町南区1-23 31-1673 歯科医院

なめき歯科医院 中鈴蘭南6-1 30-4618 歯科医院

こまば歯科 駒場南2条通7-9 32-8020 歯科医院

おとふけ　塩谷治療院 新通北2-3-80 42-1129 治療院

すずらん動物病院 南鈴蘭北3-9 32-3205 動物病院

㈱向平健康堂薬局 大通7-3 42-2526 薬局

向平健康堂薬局　柳町店 柳町仲区21 31-4774 薬局

㈲長澤薬局 大通5-2 42-2069 薬局

サンドラッグ
木野大通東16
ぴあざフクハラ音更店内

43-4170 医薬品販売

ツルハドラッグ音更店 木野大通西15-2 32-2268 医薬品販売

ツルハドラッグ木野店 木野大通西7-1 43-5560 医薬品販売

ツルハドラッグOK店 木野大通西17-1 30-2323 医薬品販売

ツルハドラッグすずらん台店 すずらん台仲町1-1 43-4268 医薬品販売

サッポロドラッグストアー
音更店

木野大通西11-2 43-5561 医薬品販売

サッポロドラッグストアー
音更宝来店

ひびき野仲町1-9 30-9033 医薬品販売

16

【病院・薬】
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小川建設工業 宝来東町南1-10 32-3040 一般土木建築

斉藤配管設備㈱ 木野大通東13-1 31-5571 管工事

㈲ワタナベ工芸 新通9-1 42-2441 看板製作、取付

㈲道東建装 木野西通14-10 31-1854 建築業、内装業

小椋塗工㈱ 宝来東町北1-1-43 31-1915 建築塗装業

㈲サンエーフレッシュ工業 東通20-2-8 42-1578 左官業・産業廃棄物処理業

㈲カワサキ工業 南鈴蘭北2-4 43-4141 左官・タイル工業

㈱十勝緑化樹生園 木野大通東5-1 31-1573 造園業

㈱林造園土木 東和西2-65 42-4675 造園、ガーデニング、外構

北川畳室内装飾 緑陽台仲区11-4 31-3254 畳、内装業

前川スチール 駒場本通5-8 44-2530 鉄工業

㈲波多野電気 新通12-1 42-2365 電気工事業

㈲光陽電気 柳町南区2-33 31-5800 電気工事

㈱大成塗装工業 新通11-6 42-2103 塗装・防水工業

㈱松本塗装工業所 木野東通2-5 31-1190 塗装業

㈲サンエイサービス 東通20-2-8 42-6655
とび土工業（清掃・産業廃棄物収
集運搬業)

中沢工業 すずらん台北町1-4-4 30-2277 鳶・土工事業

㈱髙橋組　タグホーム 木野大通東13-3 31-4594 土木、建築、リフォーム

【建設】



H27.9.28 現在

事業所名 住所 電話番号 取り扱いサービス等

【建設】

㈱阿部造園 宝来北1条2-2 31-2350 土木・造園請負業

㈲天野防水工業 南鈴蘭北2-1 31-0638 防水工事業

㈱トーシン 新通12-7 42-2343 舗装・土木工事業

㈱アイエイチメンテック 共栄台西13-1 30-6671 冷暖房・給排水工事

三澤工業㈱ 木野大通東12-4 31-4170 建築金物、製作・施工

㈱中谷建設工業 木野大通西1-13 31-0018 建設業

㈲小枝産業 木野大通西10-1 31-1826
建築・自動車販売・レンタカー・
リース・各種保険・不動産

㈲水野建設 宝来北1条4-2 31-1003 建設業

飯髙建設工業㈲ 木野大通東10-3 31-2708 建設業

㈲山本工務店 中鈴蘭南4-3 31-1732 建設業

㈱坂匠 柳町北区25-16 31-2968 建設業

㈲和泉建設工業 木野大通東13-1 31-4754 建築業

㈲猪子建設 共栄台西12-7 31-3183
建設業（新築工事及びリフォーム
工事等）

㈲緑建 雄飛が丘南区1-7 42-5273 建築業

㈱カイハツ 南鈴蘭北5-10 31-0045 建設業

㈱ヨシダホーム 緑陽台仲区6-2 31-6286
建築、マンション、リノベーショ
ン

㈱ベータプラン 南鈴蘭南2-6-18 32-5070 建設業
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H27.9.28 現在

事業所名 住所 電話番号 取り扱いサービス等

エフライン 宝来西町南2-2 30-7088 自動車整備

㈲まきのボデー 木野大通東12-4 31-4437 自動車整備

㈲氏自動車工業 大通2-2 42-2155 自動車整備・販売

ピットオフ音更店 木野大通西13-1 31-1112 自動車整備

音更トラクター工業㈱ 音更西1線44 42-3824 自動車整備

㈲加納自動車 木野大通東17-1 32-2227 自動車整備

㈲ゴトウ自動車 新通2-1 42-2436 自動車整備

木野自動車共販㈱ 木野大通東4-1 31-3946 自動車整備・販売

北勝自動車㈱ 木野大通東19-1-24 31-1138 自動車整備・販売

㈲ヒオキボディ 木野大通東14-4 31-2403 自動車板金塗装

WING 木野大通東12-4 66-6035 自動車販売

さい自動車商会 新通12-4 42-2725 自動車販売

Ｂｒｅａｋ　ブレイク 北鈴蘭南1-1-2 31-2019 自動車販売

㈲ユーズ・ケー 字音更西1線44-8 45-4515 自動車販売

ジェームス音更店 木野大通東14-2 43-5511 自動車用品

帯広日産自動車㈱音更店 木野大通東15-2 31-1523 自動車整備・販売

佐藤タイヤ商会 新通1-7 42-2212 タイヤ販売

㈲笹本燃料店 大通3 42-2366 燃料

西谷商店 大通3-3 42-2553 燃料

清野商店 大通8-5 42-2206 燃料

栗林石油㈱帯広支店
DrDriveアーバンきの店

木野大通東9-3 31-0357 燃料

中島燃料店 木野東通4-8 31-3863 燃料

㈱ハピオ第一給油所 木野大通東5-3 31-4968 燃料

㈱ハピオ第二給油所
（セルフを除く）

木野大通東15-2 31-6257 燃料

㈱オカモト　セルフOK 木野大通西16-1 30-3330 燃料

㈱オカモト　セルフ木野 木野大通西9-1 31-3313 燃料
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【車・燃料】



H27.9.28 現在

事業所名 住所 電話番号 取り扱いサービス等

美容室こもり 大通5-3 42-2829 美容業

美容室ふぁいん 駒場北1条通2-20 44-2907 美容業

ヒーリングサロン　ルッコラ 木野大通東2 30-0788 美容業

山本美容室 大通2-3 42-2342 美容業

㈱ビューティースペース・ノア 大通7-4 42-2022 美容業

美容室ニコリ 新通6-5 42-6477 美容業

ジン美容室 木野大通東9-3 31-0389 美容業

プリミティブ　バニラ すずらん台南町1-5 30-0883 美容業

リュミエール 宝来東町南2-1 29-4243 美容業

カット＆パーマ　おしゃれぼっくす 柳町仲区16-77 66-5450 美容業

Heart felt 南鈴蘭南5-1 30-8585 美容業

カットイン司 宝来仲町南1-2 31-1682 美容業

カットハウス　KANNO 大通1-5 42-2146 美容業

Fes Hair 柳町仲区5-4 67-7153 美容業

モッズ・ヘア十勝音更店 木野大通西15-１ 67-4266 美容業

美容室　ラピス 南鈴蘭北2-3-16 31-3470 美容業

atelier DEN 北鈴蘭南2-1 31-5040 美容業

おしゃれサロン麗 雄飛が丘南区4-9 42-5050 美容業

美容室　BLESS 木野大通西4-2 31-4389 美容業

initiate イニシエート音更店 木野大通東16-1 67-5265 美容業

理美容イシダサロン 木野西通9-11 31-2911 理容業、美容業

ヘアーサロンエリート 宝来仲町南1-13 31-3854 理容業

理容オノヅカ 木野大通西4-1 31-0516 理容業

理容カットハウス之美 木野大通西5-1 31-1800 理容業

理容オオタ 大通9-4 42-2209 理容業

プリートヘアー 大通8-5 42-4045 理容業

理容ウエムラ 駒場本通2-11 44-2620 理容業

いづほ理容 緑陽台仲区27-5 31-0505 理容業

髪悠々 木野大通西14-1 31-6070 理容業

スギオ理容室 緑陽台仲区10-4 31-5225 理容業

理容タカラ 宝来西町南1-3 31-2801 理容業

ヘアーサロンニュースマイル 新通12-1 42-3750 理容業

HAIR'S VIVERE 宝来西町南1-1 30-3123 理容業

カットハウスK's 木野西通14-1 30-9100 理容業

理容カリヤ 南鈴蘭南3-5 31-4561 理容業

センス理容室 木野大通東2-3 31-1185 理容業

ヘアーショップエドゥー ひびき野仲町１丁目２番地１ 30-5808 理容業

E.mblem 木野大通東6-1 66-6246 ネイルサロン

THE　BENCHMADE　ＳＴＯＲＥ 木野大通西14-1-19 30-9020 美容業
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【理美容】



H27.9.28 現在

事業所名 住所 電話番号 取り扱いサービス等

ヤマトサービス 新通6-5 45-4141 イベント企画

水口印刷 雄飛が丘南区22-17 42-2423 印刷

未来社 北鈴蘭北3-3 31-8286 印刷

ガラス工房hum-pe 万年西1-60 45-2042 ガラス

街のクリーニング屋さん　Aコープ音更店 大通5-1　Aコープ音更店内 42-2520 クリーニング

街のクリーニング屋さん　OK店 木野大通西17　OK音更店内 31-8899 クリーニング

街のクリーニング屋さん　ハピオ店 木野大通西7　ハピオ木野店内 30-2886 クリーニング

熊田商店 大通12-9 42-2283 クリーニング

相澤クリーニング店 大通12-12 42-2253 クリーニング

ホワイト急便木野店 木野大通東6-1 31-5334 クリーニング

㈱エンパイアー　フクハラすずらん台店 すずらん台仲町1-1 35-7023 クリーニング

家系図探求社 木野大通東14-4 31-8407 サービス

御膳料理・仕出し処
まごころ料理の　しげ吉

駒場本通3-4 44-2122 仕出し

㈲田中スタジオ 大通2-3 42-2055 写真

キノスタジオ 木野大通東9-1 31-1531 写真

スタジオアリス　帯広音更店 木野大通西17-1　トイザらス帯広音更店内 32-5513 写真

社会福祉法人更葉園 東通13-3 42-2236 就労支援

㈱のむら葬祭 大通15-1 42-2177 葬祭

音更タクシー㈲ 大通1-2 42-2012 タクシー

真野タクシー 木野大通東14-4 090-1521-4704 タクシー

高橋タクシー 緑陽台仲区20-7 30-7377 タクシー

（個人）かつみタクシー 木野大通東16-2 31-9103 タクシー

（個人）堀谷タクシー 柳町仲区21-3 090-3890-1837 タクシー

㈲八恵清掃社 緑陽台南区8 31-3157 し尿汲取

アスリー㈱ 大通4-2 42-2001 廃棄物処理

㈲音更環境管理センター 緑陽台南区21-5 30-6000 廃棄物処理

北海道拓殖バス㈱ 然別北5線西37 31-8811 旅客運送

健康ハウス木野温泉 木野大通東10-6 31-7788 温泉

カラオケ歌屋　音更店 木野大通西4-1 30-3838 カラオケ

カラオケ歌屋　下音更店 木野大通西12-3 32-2588 カラオケ

ホワイトピア音更 木野大通東13-3 31-4594 コインランドリー

㈲帯広大一石材 木野大通東4-1 31-7917 石材

【その他】
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