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共同募金箱設置店（設置予定期間：10月1日～12月下旬） ※住所順 

№ 設　置　先 住　　所 № 設　置　先 住　　所

1 とかち共同作業所 東11条南9丁目1　市民活動ﾌﾟﾗｻﾞ6中内 36 いしはら薬局 西2条南23丁目9-1

2 水光園 東10条南5丁目6 37 帯広市川西農業協同組合　稲田支店 西2条南34丁目23

3 匠そば 東10条南5丁目6 38 アップルファーマシー 西3条南4丁目

4 ツルハドラッグ　帯広東9条店 東9条南9丁目4-1 39 森末整形外科医院 西3条南5丁目15

5 十勝いたみのクリニック 東7条南10丁目 40 市之川歯科矯正ｸﾘﾆｯｸ 西3条南10丁目

6 ㈱ナカジマ薬局　協会病院前店 東6条南8丁目19 41 後藤カイロプラクティック 西3条南23丁目

7 パルス薬局帯広店 東6条南9丁目20-1 42 フクハラ長崎屋店 西4条南12丁目3　長崎屋帯広店内

8 日本調剤帯広薬局 東6条南9丁目16-1 43 帯広第一病院 西4条南15丁目17-3

9 ウイング歯科クリニック 東6条南10丁目1 44 イオン帯広店　※12月13日まで 西4条南20丁目1

10 北海道社会事業協会帯広病院 東5条南9丁目2 45 北海道電力㈱帯広支店 西5条南7丁目2-1

11 上徳整形外科医院 東4条南18丁目1 46 帯広市役所　地域福祉課 西5条南7丁目1

12 ツルハドラッグ　帯広東4条店 東4条南16条丁目1－6 47 帯広市役所　水道部料金課 西5条南7丁目1

13 ヒロ・ハヤシ歯科 東4条南12丁目2 48 帯広市役所　総合案内 西5条南7丁目1

14 医療法人社団　慶愛病院 東3条南9丁目2 49 帯広市役所　秘書課 西5条南7丁目1

15 恵愛歯科クリニック 東3条南11丁目 50 帯広市川西農業協同組合　帯広中央支店 西5条南9丁目1－1

16 Café Green 東3条南3丁目4-1 51 たぬきの里 西5条南15丁目11-13

17 公衆浴場　光南温泉 東2条南19丁目15-2 52 ツルハドラッグ　帯広西5条店 西5条南18丁目12

18 高橋まんじゅう屋 東1条南5丁目19-4 53 のえこども歯科 西5条南22丁目1-4

19 真如苑　とかち支部 大通南8丁目8 54 ㈱ｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ帯広営業所 西5条南24丁目3-1　ｾﾝﾄﾗﾙ5　1階

20 酒井歯科医院 大通南10丁目 55 帯広至心寮 西5条南30丁目14

21 ツルハドラッグ　帯広大通南24丁目店 大通南24丁目10 56 有田歯科医院 西6条南4丁目14

22 道東電機㈱ 大通南24丁目1 57 佐々木歯科医院 西6条南9丁目1

23 CALIFORNIA HARVEST 西1条南9丁目12－1 58 シルバーシティー十勝おびひろ 西6条南10丁目51－1

24 小林歯科医院 西1条南10丁目19 59 北海道ホテル 西7条南19丁目1

25 プレミアホテル-CABIN-帯広 西1条南11丁目 60 ツルハドラッグ　弥生店 西7条南29丁目4－6

26 新井病院 西1条南15丁目6 61 フクハラ弥生店 西7条南29丁目6-1

27 しばた整形外科クリニック 西2条北1丁目2 62 ㈱ナカジマ薬局　いなだ店 西7条南34丁目40-3

28 ㈱ナカジマ薬局　啓北店 西2条北1丁目8-1 63 ツルハドラッグ　帯広西８条店 西8条南10丁目1-1

29 （医）西2条腎泌尿器科病院 西2条南2丁目10 64 帯広８条センター 西8条南27丁目

30 わたなべビル歯科医院 西2条南8丁目４ 65 よねざわ歯科 西8条南27丁目1-1

31 大丸薬局 西2条南9丁目8 66 帯広高等看護学院 西11条南39丁目1-3

32 ㈲フォー・ユウ調剤薬局 西2条南11丁目16　第3ｴｰﾜﾝﾋﾞﾙ1F 67 千葉石材㈱ 西11条北1丁目16

33 ふじもり 西2条南11丁目8 68 モーターショップカミシマ 西12条南1丁目27-1

34 ホテル日航ノースランド帯広 西2条南13丁目3-1 69 フクハラ西12条店 西12条南3丁目2-1

35 コスモ歯科高田医院 西２条南２１丁目２−２ 高田ビル 70 ツルハドラッグ　帯広西１２条店 西12条南3丁目2-1  
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№ 設　置　先 住　　所 № 設　置　先 住　　所

71 ㈲プリネーム 西13条北3丁目1-32 105 セイコーマート帯広西21条 西21条南2丁目43-6

72 牧野歯科医院 西13条南17丁目 106 ツルハドラッグ　帯広ニュータウン店 西21条南3丁目4－7

73 帯広市役所　百年記念館 緑ヶ丘2 107 いしかわ歯科 西21条南2丁目26-3

74 フクハラ西15条店 西15条北4丁目 108 おおたき歯科 西21条南3丁目2-5

75 ツルハドラッグ　帯広北店 西16条北1丁目12－78 109 セイコーマート栄通店 西21条南3丁目2-9

76 協立病院 西16条北1丁目27番地 110 にれの木 西22条南1丁目11-13

77 アメニティ帯広 西16条北1丁目 111 ニュータウンののむら 西22条南3丁目5-5

78 そうび苑 西16条北1丁目 112 開西病院 西23条南2丁目16-27

79 ななかまど 西16条北1丁目27-50 113 ㈱ナカジマ薬局　西23条店 西23条南2丁目16-38

80 じだい屋 西16条南1丁目8-14 114 帯広市川西農業協同組合　西帯広支店 西23条南2丁目1

81 はんがい耳鼻咽喉科クリニック 西16条南1丁目18-2 115 ぴあざフクハラ西帯広店 西23条南3丁目62-3

82 ツルハドラッグ　帯広白樺店 白樺16条西2丁目2－4 116 ツルハドラッグ　帯広西店 西23条南3丁目3－1

83 新緑通りはやし内科 西16条南4丁目44-1 117 ㈱ナカジマ薬局　西25条店 西25条南1丁目14-48

84 ㈱ナカジマ薬局　白樺店 西16条南4丁目44-4 118 ツルハドラッグ　稲田店 稲田町南9線西9－1

85 養護老人ホーム　普仁園 西16条南28丁目2-1 119 北斗クリニック 稲田町基線7-5

86 写真工房 西17条北2丁目16-28 120 なりた歯科医院 稲田町南8線西16-42

87 ネッツトヨタ帯広㈱ｳｴｽﾄﾜｰﾄﾞ店 西17条北1丁目20 121 ツルハドラッグ　みなみ野店 南の森東1丁目1－5

88 美容室ボーイラブズガール 柏林台南町3丁目11 122 帯広市川西農業協同組合　みなみ野支店 南の森西1丁目1

89 西田内科医院 西17条南3丁目50 123 （福）真宗協会　帯広光南病院 空港南町303-7

90 ツルハドラッグ　緑西店 西17条南4丁目42 124 イナガミ薬局 大空町3丁目14-4

91 ぴあざフクハラ西18条店 西18条北1丁目30 125 帯広市川西農業協同組合　大空支店 大空町12丁目2

92 ツルハドラッグ　西18条店 西18条北1丁目30 126 ㈱十勝あすなろ会 清流西2丁目19-3

93 ㈱ナカジマ薬局　はくりんだい店 西18条南2丁目11-7 127 帯広市役所　川西支所 川西町西2線59

94 道東カメラサービス 西18条南3丁目50-12 128 帯広市川西農業協同組合　Aコープ川西店 川西町西2線61番地

95 ツルハドラッグ　帯広南町店 西18条南27丁目1-34 129 帯広市川西農業協同組合　本店 川西町西2線61番地1

96 セイコーマート弥生新通店 西18条南31丁目4 130 帯広大正農業協同組合 大正本町東1条2丁目1番地

97 フクハラいっきゅう店 西19条南2丁目30-5 131 帯広大正農業協同組合大正給油所 大正町基線95-17

98 小関内科 西19条南2丁目27 132 帯広市役所　大正支所 大正本町西1条1丁目1

99 小口歯科 西19条南2丁目28-19 133 帯広大正農業協同組合　農機管理センター 昭和町基線107番地12

100 フクハラ自由が丘店 自由が丘3丁目1-1 134 帯広市川西農業協同組合　上帯広店 上帯広基線74

101 大江病院 西20条南2丁目5 135 帯広市川西農業協同組合　広野支店 広野町西2線152

102 ツルハドラッグ　帯広西20条店 西20条南2丁目31-7 136 帯広市川西農業協同組合　清川支店 清川町西2線128

103 ㈱マテック 西21条北1丁目3-20 137 帯広市川西農業協同組合　戸蔦店 上清川町西1線183

104 ホンダカーズ帯広西21条店 西21条南1丁目15-13
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通年設置店          ※住所順 

№ 設　置　先 住　　所 № 設　置　先 住　　所

138 ㈱まつもと薬局 本店 東6条南9丁目14-1 155 のらくろ 公園東町3丁目2-2

139 ワタナベ薬局 東4条南10丁目6 156 帯広市社協ボランティアセンター 公園東町3丁目9-1　帯広市ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ内

140 北海道中小企業家同友会 東2条南5丁目1 157 帯広市社会福祉協議会 公園東町3丁目9-1　帯広市ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ内

141 エフエム　ウイング 東2条南11丁目1-2 158 帯広動物園内カンガルーポケット　※11月3日まで 緑ヶ丘2丁目

142 ㈱平和園 大通南12丁目1 159 ㈱まつもと薬局 南町店 西14条南34丁目4-2

143 ㈲ニューパックとがし大通店 大通南26丁目15 160 ミスタータイヤマン帯広店 西16条北1丁目27-43

144 ㈱共同電設 西1条南24丁目1-4 161 ソーゴー印刷㈱ 西16条北1丁目25

145 宮本機械㈱ 西2条南5丁目3 162 ㈱ネオプロセス 西16条南1丁目47-15

146 医療法人社団　高木皮膚科診療所 西3条南4丁目 163 cafe Blue Bird 西16条南28丁目6-8

147 ㈲ルーラルコーポレーション 西3条南27丁目1-41 164 松田孝志税理士事務所 西17条南4丁目20-19

148 ㈱ミドリ機材 西4条南2丁目9 165 ㈱まつもと薬局 自由が丘店 自由が丘1丁目1番地1

149 ㈲ワン・エックス 西5条北4丁目1-3 166 ㈱まつもと薬局 フロンティア店 西18条北2丁目29番地6

150 帯広市役所　職員福利厚生会　売店 西5条南7丁目 167 ㈲合同保険事務所 西18条南4丁目46-14

151 オートバックス帯広店 西6条北1丁目 168 ㈲ニューパックとがし西20条店 西20条南4丁目31-16

152 ㈱まつもと薬局 西6条店 西6条南6丁目4番2 169 おおきストアー 西20条南5丁目1-11

153 ㈱朝日 西7条南5丁目2 170 とかち豚丼　夢の蔵 西23条北1丁目5

154 ㈱竹中配管 西12条北2丁目1-3

 
 

 

 


