
番号 事業所名 事業所住所
1 アークレイマーケティング株式会社 札幌市中央区北5条西6丁目2－2　札幌センタービル16階

2 アース製薬株式会社北日本支店札幌出張所 札幌市中央区南１条西７丁目１６番２岩倉ビル３階

3 株式会社IHI汎用ボイラ東京支店札幌営業所 札幌市中央区北3条西1丁目1番地11

4 IHI運搬機械株式会社札幌第一サービスセンター 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地７３

5 IHI運搬機械株式会社札幌第２サービスセンター 札幌市中央区北１条西１０丁目１－２１

6 株式会社ＩＨＩ回転機械 札幌市中央区北3条西1丁目1番地１１

7 株式会社ＩＨＩ原動機北海道支店 札幌市中央区北４条西６丁目１番地毎日札幌会館

8 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社札幌自動車営業部 札幌市中央区北３条西４丁目１－１日本生命札幌ビル８Ｆ

9 株式会社相川商店 札幌市中央区北３条東７丁目３６８

10 アイシア株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西７丁目１北海道第一水産ビル６Ｆ

11 株式会社IC技術コンサルタント 札幌市中央区北2条東12丁目98-42

12 愛知時計電機株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西15丁目２－９

13 アイ・テイ・エイ・ヴィデオ・サービス株式会社札幌営業所 札幌市中央区南２西１２丁目３２４－９

14 株式会社アイネス 札幌市中央区南２条東２丁目７番地１

15 株式会社あいプラン 札幌市中央区南２条西８丁目１２－１

16 株式会社あいプランカスタマーセンター 札幌市中央区南３条西８丁目６－２

17 株式会社アイルテック 札幌市中央区南２条西10丁目1000番地２

18 株式会社アイワード 札幌市中央区北３条東５丁目５番地９１

19 青池水産株式会社 札幌市中央区北１２条西１９丁目３６番地

20 株式会社秋田銀行　札幌支店 札幌市中央区大通西４丁目６番地１

21 秋山興業株式会社 札幌市中央区北１条東１３丁目１

22 株式会社アクティオ北海道支店 札幌市中央区大通西１０丁目４番地１３３

23 株式会社アサヅマ本店 札幌市中央区南７条西６丁目1033番地

24 朝日インテックJセールス株式会社 札幌市中央区北1条西3丁目3番地札幌MNビル10階

25 旭化成建材株式会社北日本支店 札幌市中央区北2条西1丁目1マルイト札幌ビル

26 旭化成ファーマ㈱医薬営業本部医薬札幌支店 札幌市中央区北２条西１丁目１マルイト札幌ビル３Ｆ

27 旭化成メディカル株式会社札幌事務所 札幌市中央区北２条西１丁目マルイト札幌ビル

28 株式会社朝日工業社北海道支店 札幌市中央区北1条西19丁目2－3

29 (株)朝日サービス 札幌市中央区北1条西1丁目6番地　創世スクエア9階

30 浅海電気株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条東２丁目

31 亜細亜電気工事株式会社 札幌市中央区北２条西１４丁目３番地

32 あすか信用組合札幌支店 札幌市中央区南９条西４丁目１０

33 あすか製薬株式会社 札幌市中央区北３条西４丁目１番１日本生命札幌ビル

34 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社札幌第２営業所 札幌市中央区北１条西６－１－２アーバンネット札幌ビル９階

35 株式会社アスビック 札幌市中央区南１条西１０丁目３番地

36 アズビル株式会社アドバンスオートメーションカンパニー北海道支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

37 アズビル株式会社ビルシステムカンパニー北海道支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

38 渥美工業株式会社 札幌市中央区南６条西１７丁目１番１号

39 ㈱アデランス アデランス札幌 札幌市中央区南1条西3丁目8－20メットライフ札幌プラザ4階

40 株式会社アドウイック 札幌市中央区北６条西16丁目1番地５

41 ㈱穴吹ハウジングサービス 札幌市中央区南1条西6丁目15－1

42 アビックラボ株式会社 札幌市中央区南4条西13丁目1番26号

43 株式会社アプラス札幌支店 札幌市中央区北５条西６丁目２番地２

44 アフラック生命保険株式会社札幌総合支社 札幌市中央区北１条西６丁目１－２アーバンネット札幌ビル５Ｆ

45 株式会社アプリーズ 札幌市中央区南1条西5丁目19番1号

46 アボットジャパン合同会社診断薬・機器事業部 札幌市中央区北３条西１丁目１－１札幌パナソニックビル６Ｆ

47 アボットメディカルジャパン合同会社北海道支店 札幌市中央区北3条西4丁目1－1　日本生命札幌ビル6階
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48 アボットメディカルジャパン株式会社札幌営業所 札幌市中央区北３条西４丁目１－１日本生命ビル６階

49 株式会社アメニティ札幌営業所 札幌市中央区南４条西６丁目-１１-２-７階

50 アメリカン・エキスプレスインターナショナルinc 札幌市中央区大通西７丁目１－１　３F

51 アルケア株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西10丁目４－16ダンロップＳＫビル３階

52 アルフレッサファーマ株式会社札幌支店 札幌市中央区北７条西１３丁目９－１塚本ビル７号館

53 アンリツ株式会社北海道営業部 札幌市中央区大通西５丁目８昭和ビル７Ｆ

54 ＥＡファーマ株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西６丁目２番地６号三井生命札幌大通ビル2階

55 株式会社ＥＰ綜合札幌支店 札幌市中央区大通西７丁目１番１号

56 イーブロードコミュニケーションズ㈱札幌支店 札幌市中央区北１条西１－６－21階

57 イオンクレジットサービス株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西３丁目１番地札幌北３条ビルディング10F

58 株式会社池田理化札幌支店 札幌市中央区北7条西13丁目9-1

59 勇建設株式会社 札幌市中央区北６条西１４丁目４番地

60 石垣電材株式会社 札幌市中央区北６条西１３丁目１番地

61 石塚建設興業株式会社札幌本店 札幌市中央区南４条東４丁目１５番１

62 石原バイオサイエンス株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西１丁目１番サンメモリア

63 株式会社伊勢半北海道支店 札幌市中央区北７条西20丁目１番６号

64 株式会社いちたかガスワン 札幌市中央区南８条西６丁目1036番地

65 株式会社イチネンケミカルズ 札幌市中央区南２条東１丁目１番１４号

66 株式会社一寸房 札幌市中央区北2条西2丁目41番地

67 株式会社一寸房コンサル 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地７３

68 一般財団法人札幌市環境事業公社 札幌市中央区北１条東１丁目４番地１サン経成ビル

69 一般財団法人札幌市住宅管理公社 札幌市中央区北１条西２丁目９番地　オーク札幌ビル

70 一般社団法人札幌ハイヤー協会 札幌市中央区南８条西１５丁目４－１

71 一般財団法人さっぽろ水道サービス協会水道局本庁舎 札幌市中央区大通東１１丁目２３札幌市水道局本庁舎２階

72 一般社団法人日本クレーン協会北海道検査事務所 札幌市中央区大通西10丁目4－16

73 一般財団法人北海道森林整備公社 札幌市中央区北４条西５丁目１林業会館４階

74 一般財団法人北海道道路管理技術センター北4条支所 札幌市中央区北4条西7丁目1番地5

75 出光クレジット株式会社営業推進部北海道エリア 札幌市中央区北３条西４丁目１－１日本生命札幌ビル１８階

76 株式会社伊藤組 札幌市中央区北4条西4丁目1番地

77 株式会社伊藤組KFC事業部 札幌市中央区北4条西4丁目1番地

78 伊藤組土建株式会社 札幌市中央区北４条西４丁目１番地

79 伊藤忠エネクス株式会社北海道販売支店 札幌市中央区北１条西３丁目３番地札幌MNビル７階

80 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 札幌市中央区北１条西３丁目３番地

81 株式会社イトーキ北海道 札幌市中央区大通西３丁目７番地

82 因幡電機産業株式会社北海道営業部 札幌市中央区北４条東１丁目２－３　札幌フコク生命ビル

83 因幡電機産業株式会社 札幌市中央区北2条西4－1　札幌三井JPビルディング１３階

84 今井金商㈱札幌本店 札幌市中央区南２条西２丁目１３番地

85 イムノサイエンス株式会社 札幌市中央区北５条西２１丁目１番３号

86 医療法人讃生会 腎・透析クリニック南1条 札幌市中央区南1条西14丁目291－81

87 医療法人社団医集会 札幌市中央区南1条東2丁目8－2ＳＲビル１階

88 岩倉建設株式会社 札幌市中央区南１条西７丁目１６番２

89 岩崎エアーテック㈱札幌営業所 札幌市中央区大通東7－12-48ノースシティペンシルビル4階

90 岩崎電気㈱札幌営業所 札幌市中央区大通西6-2-6　大樹生命札幌大通ビル3階

91 岩崎電子株式会社 札幌市中央区南２条西３丁目１１

92 株式会社岩崎 札幌市中央区北４条東２丁目１番地

93 岩田醸造株式会社 札幌市中央区北３条東４丁目

94 岩田地崎建設株式会社 札幌市中央区北２条東１７目２番地

95 株式会社イング北海道 札幌市中央区南６条西１１丁目１２８４－９

96 株式会社インサイト 札幌市中央区北4条西3丁目1番地



97 株式会社インターネットイニシアティブ 札幌市中央区北４条西４丁目１番地

98 株式会社ヴァンガードネットワークス 札幌市中央区北５条西６丁目１－23

99 ヴィアトリス製薬株式会社札幌オフィス 札幌市中央区北1条西2丁目9番地　オーク札幌ビル2階

100 株式会社ウインライフ札幌支店 札幌市中央区北4条西16丁目1　テルウェル札幌第２ビルＩ

101 上山試錐工業株式会社 札幌市中央区北２条東１３丁目１番地の７

102 株式会社宇治園 札幌市中央区北２条東１０丁目９３－１２

103 株式会社ウチダシステムズ 札幌市中央区北１条東４丁目１番地１

104 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 札幌市中央区北１条東４丁目１番地１

105 株式会社内田洋行北海道支店 札幌市中央区北１東４丁目１－１

106 浦口滝澤建設株式会社 札幌市中央区南２条東２丁目８番地１

107 ウリ信用組合 札幌市中央区大通西１２丁目４番７０号

108 エア・ウォーター株式会社 札幌市中央区北３条西３丁目１番１号

109 エア・ウォーター北海道株式会社 札幌市中央区北３条西１丁目２番地

110 ㈱エイアンドティー北海道支社 札幌市中央区大通西14丁目3－1　大通丸一ビルヂング5階

111 栄研化学株式会社札幌事務所 札幌市中央区北1条西7丁目１－１

112 榮光税理士法人 札幌市中央区南１条西１１丁目１番地

113 エイコー技研株式会社 札幌市中央区南3条西9丁目998－17

114 株式会社エイジェック札幌オフィス 札幌市中央区大通西３－４明治安田生命札幌大通ビル８Ｆ

115 エイジス北海道株式会社 札幌市中央区南３条東３丁目１８番地マルキン本社ビル五階

116 ㈱エイチ・アイ・ユーサービス 札幌市中央区北1条西9丁目3－27

117 株式会社Ｈ・Ｏ・Ｃ 札幌市中央区北１条西３丁目３－６ばらと北１条ビル７Ｆ

118 株式会社HDC 札幌市中央区南1条西10丁目2番地南1条道銀ビル

119 株式会社HBA 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８

120 株式会社エイチ・ビー・シー・ビジョン 札幌市中央区北３条西２丁目1共栄火災ビル６Ｆ

121 株式会社エイチ・ビー・シー・フレックス 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地７３

122 (株)ＨＹＳエンジニアリングサービス 札幌市中央区北４条東１丁目２－３

123 エイプラスサービス株式会社 札幌市中央区北１１条西１９丁目３６番地

124 英和株式会社札幌営業所 札幌市中央区北３条西３丁目１－２５

125 AIG損害保険株式会社札幌営業支店 札幌市中央区北３条西４丁目１－１日本生命札幌ビル

126 エーザイ株式会社 札幌市中央区北３条西４丁目１－１日本生命札幌ビル１３Ｆ

127 株式会社エージェント札幌支店 札幌市中央区大通西18-2-7アジエステート大通西プラザ2F

128 株式会社エービーシー商会札幌営業所 札幌市中央区北５条西６丁目２番地札幌センタービル３階

129 ㈱エクシング直販営業部札幌支店 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地第２弘安ビル２Ｆ

130 株式会社エクシングエリア営業部札幌支店 札幌市中央区南７条西１－１３第二弘安ビル２Ｆ

131 エコモット株式会社 札幌市中央区北１条東１丁目２－５カレスサッポロビル７Ｆ

132 江崎グリコ株式会社札幌事務所 札幌市中央区北１条西７丁目１－１CARP札幌ビル

133 エス・イー・シーエレベーター株式会社北海道支社 札幌市中央区大通西９丁目３番地３３

134 株式会社エスエスケイ札幌支店 札幌市中央区北１０条西２１丁目１－１４

135 エスエスユニオン株式会社北海道営業部 札幌市中央区北１条東８丁目

136 SMBC日興証券株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目２－２

137 ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号札幌ノースプラザ８階

138 株式会社エステイビジネスアシスト 札幌市中央区南５条西10丁目1011－18

139 エス・テー・ビー興発株式会社 札幌市中央区南1条西6丁目11番地　札幌北辰ビル3階

140 エステー株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西７丁目１ＣＡＰＰ札幌ビル８Ｆ

141 株式会社エス･トラスト 札幌市中央区南８条西１３丁目４番８号

142 株式会社エッセ 札幌市中央区北４条西６丁目１番３号　北四条ビル２階

143 エドワーズライフサイエンス株式会社札幌支店 札幌市中央区北４条東１丁目２番３号札幌フコク生命ビル１２階

144 Ｎ＆Ｆテクノサービス株式会社 札幌市中央区北4条東2丁目8-2

145 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西４丁目１新大通ビル



146 ＮＥＣフィールディング株式会社北海道支社札幌支店 札幌市中央区大通西４丁目１番地新大通ビル９Ｆ

147 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西６丁目１番１号毎日札幌会館８階

148 (株)NHKエンタープライズ北海道支社 札幌市中央区北１条西９丁目1－５

149 エヌエス環境株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西１６丁目１番地１２

150 エヌエヌ生命保険株式会社札幌営業部 札幌市中央区北２条西１－１マルイト札幌１１Ｆ

151 ＮＸ商事株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西１６丁目１番地９

152 ＮＤソフトウェア株式会社北海道営業所 札幌市中央区大通西13丁目4番地101

153 ＮＴＴアノードエナジー株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西10丁目１－21　ユーネットビル

154 ＮＴＴアノードエナジー株式会社北海道支店札幌サービス部門 札幌市中央区大通西７丁目NTTコムウェア札幌ビル１階

155 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｴﾑｲｰ北海道事業所 札幌市中央区北１条西４丁目２－４ＮＴＴ大通４丁目ビル

156 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西７丁目４－４パシフィックマークス札幌北１条ビル

157 ＮＴＴタウンページ株式会社北海道営業本部 札幌市中央区北４条西１６丁目１番テルウェル札幌第２ビル

158 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西１０丁目１番地２１

159 株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社 札幌市中央区北１条西１４丁目６番地

160 株式会社NTT東日本－北海道 札幌市中央区大通西１４丁目７番地

161 (株)NTT東日本－北海道NTT大通４丁目ビル 札幌市中央区北１条西４丁目２番地

162 ㈱ＮＴＴファシリティーズ北海道支店 札幌市中央区北１条西１０丁目１－２１　ユーネットビル

163 株式会社ＥＮＥＯＳウイング北海道支店 札幌市中央区北１条西３丁目３番地札幌ＭＮビル４階

164 ＥＮＥＯＳ株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西５丁目１番地

165 株式会社エネコープ 札幌市中央区北8条西18丁目35-100

166 株式会社　エネサンス北海道 札幌市中央区大通西１８丁目２番地１０

167 株式会社エネサンス北海道保安工務部 札幌市中央区大通西１８丁目２番地１０

168 株式会社エネサンス北海道開発部 札幌市中央区大通18丁目２－10

169 荏原環境プラント㈱北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１

170 荏原商事株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条東２丁目８番２号

171 エバラ食品工業株式会社札幌支店 札幌市中央区南３条西１０－１００１－５福山南３条ビル８階

172 FRSコーポレーション株式会社 札幌市中央区北５条西１８丁目２－２

173 エプソン販売株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条東１丁目６－５札幌イーストスクエア７階

174 株式会社ＦＰパートナー札幌支社 札幌市中央区北３条西２丁目１カミヤマビル６Ｆ

175 株式会社エフピコ北海道営業部 札幌市中央区北５条西６丁目２－２札幌センタービル４階

176 株式会社ＥＶＯＴＥＣＨ 札幌市中央区南２条西12丁目324－11南２条藤井ビル４Ｆ

177 株式会社ＭＩＤブロードキャスト 札幌市中央区北１条西14丁目１番５号

178 ＭＳ北海道株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西11丁目4－22

179 MSDアニマルヘルス㈱札幌オフィス 札幌市中央区北1条西10丁目1番5号ベストアメニティ札幌ビル３階

180 ＭＳＤ株式会社札幌事務所 札幌市中央区北１条西10丁目１－15

181 エムエムエスマンションマネージメントサービス(株) 札幌市中央区南１条西４丁目２０番地

182 株式会社エムオーテック札幌支店 札幌市中央区北１条西２丁目１番地

183 株式会社ＬＳＩメディエンス北海道エリア 札幌市中央区大通西７丁目１番地１号

184 株式会社エル技術コンサルタント 札幌市中央区北５条西１２丁目２番地ベルックス北５ビルA館６階

185 エルムマネジメントパートナー株式会社 札幌市中央区北３条西１７丁目北海航測ビル３Ｆ

186 エレコム株式会社北日本支店札幌営業所 札幌市中央区北１条西３丁目３番地STD時計台通ビル６F

187 遠軽信用金庫中央支店 札幌市中央区南１条西７丁目５番地３

188 遠藤興産株式会社 札幌市中央区大通西４丁目１番地

189 株式会社えんれいしゃ 札幌市中央区北１条西２丁目１番地札幌時計台ビル９階

190 大木建設株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条東１丁目

191 株式会社大塚商会札幌支店 札幌市中央区北１条西３丁目２

192 大塚食品株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条西７丁目１６－２岩倉ビル３階

193 ㈱大塚製薬工場札幌支店 札幌市中央区大通西６－１富士フィルム札幌ビル９Ｆ

194 大塚製薬㈱札幌支店 札幌市中央区大通西６丁目１　富士フィルム札幌ビル



195 大槻食材株式会社札幌店物流センター 札幌市中央区北９条西２１丁目

196 株式会社大庭組 札幌市中央区南７条西１５丁目２番２１号

197 株式会社大林組北海道建築総合工事事務所 札幌市中央区北４条西６丁目１毎日札幌会館ビル６階

198 株式会社大林組札幌支店 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１日本生命札幌ビル１０階

199 大林道路株式会社北海道支店 札幌市中央区北1条西2丁目９オーク札幌

200 株式会社オーヤラックス札幌支店 札幌市中央区南１条東２丁目８番１号

201 岡三証券株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西３丁目１番８号

202 岡三リビック株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条東2丁目５番８第二遠藤ビル

203 岡田商事株式会社四輪事業部札幌 札幌市中央区北６条西13丁目１－15

204 株式会社オカムラ札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地札幌三井JPビルディング

205 ＯＫＩクロステック株式会社北海道支社 札幌市中央区北１条東８丁目２番１８

206 沖電気工業株式会社北海道支社 札幌市中央区南１条西８丁目１番地１

207 株式会社奥村組札幌支店 札幌市中央区北４条西２丁目１番18

208 小野田ケミコ株式会社北海道事業所 札幌市中央区北１条西13丁目４番地５階

209 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社 札幌市中央区北３条西１丁目１番地サンメモリア

210 オリエンタル酵母工業株式会社札幌営業部 札幌市中央区大通西８丁目２番地38トーク大通ビル３階

211 株式会社オリエントコーポレーション札幌支店 札幌市中央区北５条西２丁目５番地ＪＲタワーオフィスプラザ

212 株式会社オリエントコーポレーション札幌管理センター 札幌市中央区北１条西１０丁目１番１５号キリン札幌ビル２階

213 オリックス株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西１丁目１番地７　ＯＲＥ札幌ビル

214 オリックス自動車株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ＯＲＥ札幌ビル１０階

215 オリックス保険コンサルティング株式会社札幌支店 札幌市中央区北２西２丁目３４

216 株式会社オリバー札幌支店 札幌市中央区南１条西７丁目１６－２岩倉ビル３階

217 オリンパスマーケティング株式会社札幌支店 札幌市中央区北４条東１丁目２番地３

218 株式会社Only Work 札幌市中央区南4条西6丁目8番地3　晴ばれビル３０６号

219 株式会社Cａｓａ札幌支店 札幌市中央区南１条西６－１１札幌北辰ビルディング５Ｆ

220 株式会社ガイアート北海道支店 札幌市中央区北１条西10丁目１－４

221 株式会社開発工営社 札幌市中央区北４西５丁目１番地

222 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 札幌市中央区北2条西3丁目1番地20号

223 花王フィールドマーケティング㈱北海道地区 札幌市中央区北2条西3丁目1-20札幌フコク生命越山ビル11

224 花王プロフェッショナル・サービス株式会社 札幌市中央区北２条西３丁目１－２０札幌フコク生命越山ビル１１

225 株式会社角長長田紙店 札幌市中央区北３条西１４丁目

226 科研製薬株式会社北日本支店札幌オフィス 札幌市中央区北１条西４丁目１番地２Ｊ＆Ｓりそなビル２Ｆ

227 カシオ計算機株式会社札幌支店 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５福山南３条ビル５階

228 ガスト札幌石山通店 札幌市中央区南８条西10丁目

229 鹿住工務店株式会社 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番地

230 学校法人札幌龍谷学園 札幌市中央区北４条西１９丁目１番地２

231 学校法人相愛学園大通幼稚園 札幌市中央区大通西１６丁目３

232 学校法人北海大谷学園認定こども園札幌大谷幼稚園 札幌市中央区南７条西７丁目290－２

233 株式会社カナテック 札幌市中央区北２条東２丁目１番地16キョウエイ札幌ビル７階

234 株式会社カナモト 札幌市中央区大通東３丁目１番地１９

235 株式会社カナモト鉄鋼事業部札幌事業所 札幌市中央区北１条東２丁目５番地２

236 株式会社カネイ小川札幌店 札幌市中央区北５条西１５丁目

237 株式会社カネカメディックス 札幌市中央区北２条西３丁目１番地２０

238 カネケンテック株式会社 札幌市中央区北２条西３丁目１番地２０

239 兼長水産株式会社 札幌市中央区北１１条西１７丁目36番地１１８

240 兼松コミュニケーションズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西１丁目１－１　札幌ブリックキューブ４階

241 亀田製菓㈱東日本支店北海道エリア 札幌市中央区北2条西3丁目1番8号　朝日生命札幌ビル9階

242 ㈱ガモウ北海道札幌本社 札幌市中央区北2条西14丁目3－30

243 カリモク家具株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条東４丁目１－１



244 カルビー株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西２丁目２番地１日通札幌ビル１１階

245 株式会社河上商店 札幌市中央区南２条東３丁目

246 川崎重工業株式会社北海道支社 札幌市中央区北５条西２丁目５番地JRタワーオフィスプラザさっぽろ14階

247 川重冷熱工業株式会社札幌支店 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地

248 カンエイ実業株式会社 札幌市中央区南７条西６丁目２８９番地６

249 株式会社関電工北海道支店 札幌市中央区北１条西４丁目１番地２武田りそなビル３階

250 株式会社かんぽ生命保険札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地札幌三井ＪＰビルディング７階

251 北ガスサービス㈱中央事務所 札幌市中央区北３条東７丁目３６０番地２

252 キタコー㈱ 札幌市中央区南１条西６丁目21番地１

253 株式会社キタデン本社 札幌市中央区南４西１３－１－８

254 北電力設備工事株式会社 札幌市中央区南２条西１２丁目３２３番地

255 株式会社北未来技研 札幌市中央区北４条西16丁目１番地１　テルウェル札幌第１ビル

256 キッコーマン食品株式会社北海道支社 札幌市中央区南２条西２丁目10番地１札幌22スクエア13階

257 株式会社ギム 札幌市中央区南5条西11丁目1288番地 13BIBOﾋﾞﾙ

258 キヤノンシステムアンドサポート株式会社札幌営業所 札幌市中央区南７条西１丁目21番地１

259 キヤノンマーケティングジャパン株式会社札幌支店 札幌市中央区北3条西4丁目1番地１日本生命札幌ビル

260 キャリアバンク株式会社 札幌市中央区北５条西５丁目７番地

261 キャリアフィット株式会社 札幌市中央区南１条東２丁目３番２号マツヒロビル２Ｆ

262 キューピー株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西２０丁目１番１号

263 共栄火災海上保険株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西２丁目１番地

264 教職員共済生活協同組合北海道事業所 札幌市中央区南3条西12丁目北海道教育会館5階

265 協信電気工業株式会社 札幌市中央区北１３条西１５丁目６番２２号

266 株式会社共進電設 札幌市中央区北5条西19丁目24番25Ｎスクエア１　３Ｆ

267 株式会社ぎょうせい北海道支社 札幌市中央区北５条西６丁目２番２号

268 株式会社共成レンテム札幌本社 札幌市中央区大通西10丁目4番133南大通ビル新館3F

269 京セラコミュニケーションシステム株式会社 札幌市中央区北１条東１丁目６番地

270 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 札幌市中央区大通西１３丁目４番レジディア大通公園２階

271 共同印刷機材株式会社 札幌市中央区北１条西18丁目１番地

272 京楽産業株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条東３丁目２番地

273 共立建設株式会社北海道支店 札幌市中央区北４西16－１

274 共立製薬株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条西５丁目２番９号北一条三井ビル３階

275 協和キリン株式会社 札幌市中央区大通西７丁目１－１井門札幌パークフロントビル５F

276 キョウワプロテック株式会社　道内支店札幌事業所 札幌市中央区南１条東２丁目11－４南１条タカハタビル８階

277 旭興株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条東８丁目８４番９

278 極東開発工業株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条東１２丁目９９番地の６

279 極東サービスエンジニアリング北海道株式会社 札幌市中央区北３条東12丁目99番地６

280 ぎょれんマリノサポート株式会社本社 札幌市中央区北３条西７丁目１番地

281 株式会社桐井製作所札幌営業所 札幌市中央区南１条西６丁目１１　札幌北辰ビル８Ｆ

282 キリンビール㈱北海道統括本部 札幌市中央区北１条西10丁目1-15キリン札幌ビル８Ｆ

283 株式会社近畿日本ツーリスト北海道札幌教育旅行支店 札幌市中央区北３条西２丁目２－１日通札幌ビル６Ｆ

284 株式会社きんでん北海道支社 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１

285 銀のさら札幌中央店 札幌市中央区北５条西２２丁目１－６ミヤタビル１階

286 株式会社草別組 札幌市中央区南３条西１３丁目

287 株式会社工藤 札幌市中央区南４条西６丁目８番地３晴ればれビル９Ｆ

288 クボタ環境エンジニアリング株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西３丁目1番54号札幌北三条ビル４Ｆ

289 ㈱熊谷組北海道支店 札幌市中央区南1条西6丁目11番地

290 株式会社クマヒラ札幌支店 札幌市中央区南1条西6丁目11番地

291 クミアイ化学工業株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目２番地２

292 クラーク記念国際高等学校札幌大通キャンパス 札幌市中央区大通東８丁目１－６１



293 クラシエフーズ販売株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西３丁目１－２５

294 クラシエホームプロダクツ販売株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西３丁目１－２５ＮＲＥＧ北三条ビル６Ｆ

295 クラシエ薬品株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西３丁目１－２５ＮＲＥＧ北三条ビル６Ｆ

296 クラリオンセールスアンドマーケティング(株)札幌営業所 札幌市中央区北４条西１６丁目１テルウェル札幌第２ビル５階

297 ㈱グランビスタホテル＆リゾート札幌グランドホテル 札幌市中央区北１条西４丁目２番地

298 株式会社クリニコ北海道支店 札幌市中央区南1条西11-1　コンチネンタルビル6階

299 株式会社栗林商会札幌支社 札幌市中央区北３条西１２丁目２－４

300 株式会社栗本鐵工所北海道支店 札幌市中央区北１条西３丁目３番地敷島北一条ビル７階

301 株式会社グロウスタッフ 札幌市中央区大通西８丁目２-２４桂和大通ビル３０-５階

302 グローバル設計株式会社 札幌市中央区南2条10丁目1番4

303 KUROFUNE&PARTNERS㈱札幌中央営業所 札幌市中央区北8条西20丁目1－6　W&B Souch B棟

304 株式会社ケイ・エスエス札幌事業所 札幌市中央区北３条西20丁目1－1キューピー(株)札幌支店内

305 京王観光株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条東１丁目２－５

306 株式会社京王設備サービス札幌営業所 札幌市中央区北5条西7丁目2番地１

307 株式会社京王プラザホテル札幌 札幌市中央区北５条西７丁目２番地１

308 株式会社ケイジー技研 札幌市中央区南3条西13丁目320番地

309 株式会社桂和商事 札幌市中央区南５条西６丁目第５桂和ビル

310 ＫＤＤＩ株式会社東日本テクニカルセンター 札幌市中央区南１条東６丁目２－５

311 ＫＤＤＩ株式会社北海道総支社 札幌市中央区北3条西4丁目1番1号日本生命札幌ビル

312 KDDIまとめてオフィス東日本株式会社北海道支社 札幌市中央区北３条西４丁目１番１号日本生命札幌ビル５Ｆ

313 月桂冠株式会社北日本営業部北海道支店 札幌市中央区大通西10丁目4番地

314 ㈱建設システム札幌営業所 札幌市中央区南1条東2丁目8－2　SRビル5階A室

315 株式会社建築資料研究社札幌支店 札幌市中央区北２条東４丁目１－２札幌ファクトリー３条館４階

316 コアレックス道栄株式会社 札幌市中央区北4条西15丁目1番14号

317 コイズミ照明株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西13丁目4－102レジティア大通公園205

318 弘安倉庫株式会社 札幌市中央区南７条西１丁目13

319 コヴィディエンジャパン株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西６丁目２番６号大樹生命札幌大通ビル７Ｆ

320 光英電気通信株式会社 札幌市中央区北５条西18丁目１番10号

321 公益財団法人札幌市公園緑化協会 札幌市中央区北１条東１丁目６番１６ニューワンビル４Ｆ

322 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター 札幌市中央区南１条西５丁目１５－２

323 恒完工業株式会社 札幌市中央区北４条西１２丁目１番地

324 株式会社公清企業 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地

325 株式会社公清企業（じん芥部） 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地

326 合同酒精株式会社北海道支社 札幌市中央区南２条西１０丁目１番地

327 向野商事株式会社 札幌市中央区北３条東５丁目

328 株式会社光文堂北海道営業所 札幌市中央区南５条西14丁目４番20号

329 株式会社弘報案内広告社 札幌市中央区大通西１４丁目１

330 交洋不動産株式会社 札幌市中央区大通西３丁目７番地

331 興和株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西５丁目２番地札幌興銀ビル２Ｆ

332 コーセー化粧品販売株式会社北海道支店 札幌市中央区南５条西１０丁目

333 コーセーコスメポート株式会社 札幌市中央区大通西７丁目１－１

334 株式会社コープ・アイ 札幌市中央区北４条西１丁目共済ビル６階

335 国土防災技術北海道株式会社 札幌市中央区北３条東３丁目１－３０ＫＮビル

336 国分北海道株式会社 札幌市中央区南６条西９丁目１０１８番地３

337 株式会社ココカラファインヘルスケア北海道事務所 札幌市中央区南３条西１丁目３番地４河村ビル３階

338 コニカミノルタジャパン株式会社北日本支社 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５福山南三条ビル３階

339 コネクシオ㈱北海道支店 札幌市中央区大通西7丁目1－1井門札幌パークフロントビル4階

340 小林製薬株式会社北日本営業部北海道営業所 札幌市中央区北４条東２丁目８－２マルイト北４条ビル６階

341 小部産業株式会社 札幌市中央区南１条東７丁目１７番地



342 コミュニティワン株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西５丁目11番１号

343 五洋建設株式会社札幌支店 札幌市中央区北５条西２丁目５番地

344 株式会社コンステック札幌支店 札幌市中央区南3条西10丁目1001－5　福山南3条ビル８階

345 株式会社コンピュータシステム研究所札幌営業所 札幌市中央区北４条西１３丁目１－１８

346 サクラ精機株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西９丁目３

347 株式会社サッコウケン 札幌市中央区南１条東２丁目６番地大通バスセンタービル２号館Ｆ

348 札商美装興業株式会社 札幌市中央区南４条西１０丁目１００５番地１

349 札証物産株式会社 札幌市中央区南７条西８丁目１－１６

350 株式会社札総 札幌市中央区北４条西16丁目１テルウェル札幌第１ビル

351 札樽自動車運輸株式会社 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地

352 札幌アポロ株式会社 札幌市中央区南５条西１０丁目１０１５

353 札幌医学技術福祉歯科専門学校 札幌市中央区南５条西11丁目1289－５

354 株式会社札幌映像プロダクション 札幌市中央区北１条西８丁目１番地１ＳＴＶアネックス４Ｆ

355 札幌エービーシー建販㈱ 札幌市中央区北8条西21丁目1番5号

356 株式会社札幌オートガラス 札幌市中央区南３条東６丁目１番17号

357 株式会社札幌鑑定 札幌市中央区北1条西７丁目３　北１条第一生命ビルディング２階

358 株式会社札幌義肢製作所 札幌市中央区北５条西１１丁目６番地

359 札幌渓仁会リハビリテーション病院 札幌市中央区北10条西17丁目36－13

360 札幌警備株式会社 札幌市中央区北９条西１９丁目３５番地４０

361 札幌高等裁判所 札幌市中央区大通西１１丁目

362 札幌国際観光株式会社センチュリーロイヤルホテル 札幌市中央区北5条西5丁目２番地

363 札幌国税局 札幌市中央区大通西１０丁目

364 札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課 札幌市中央区北１条西２丁目

365 札幌市建設局土木部業務課 札幌市中央区北１条西２丁目

366 札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課 札幌市中央区南１条東１丁目

367 札幌市消防局 札幌市中央区南４条西１０丁目

368 札幌市水道局給水部工事課 札幌市中央区大通東１１丁目２３番地

369 札幌市水道局総務部中部料金課 札幌市中央区大通東１１丁目２３番地

370 札幌市総務局行政部庁舎管理課 札幌市中央区北１条西２丁目

371 札幌市中央区第１地域包括支援センター 札幌市中央区南２条西１０丁目１００１番地５

372 札幌市中央区役所 札幌市中央区大通西２丁目９

373 札幌市中央市税事務所 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階

374 札幌市中央消防署 札幌市中央区南４条西１０丁目

375 札幌市農業協同組合中央支店 札幌市中央区北４条西１丁目１番地

376 札幌市北部市税事務所 札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45

377 札幌市保健所 札幌市中央区大通西１９丁目

378 札幌水材株式会社 札幌市中央区北１０条西２０丁目2番3号

379 有限会社札幌第一こどものとも杜 札幌市中央区大通西17丁目1番地7号

380 札幌第一興産株式会社 札幌市中央区北４条西１６丁目１番地

381 札幌地方検察庁 札幌市中央区大通西１２丁目

382 札幌テレビ放送株式会社 札幌市中央区北１条西８丁目１番地１

383 札幌電気工事業協同組合 札幌市中央区大通東３丁目２

384 株式会社札幌東急ホテルズ 札幌市中央区南４条西５丁目１番地

385 札幌トヨタ自動車株式会社 札幌市中央区北１条西７丁目３番地８

386 札幌トヨタ自動車株式会社札幌支店 札幌市中央区北５条東１丁目２番地５

387 札幌トヨタ自動車株式会社南５条店 札幌市中央区南５条西10丁目1011番18

388 札幌トヨペット株式会社札幌店 札幌市中央区南６条西６丁目９番地

389 株式会社札幌トランジスター 札幌市中央区北５条西２１丁目４番１２号

390 札幌中税務署 札幌市中央区大通西１０丁目



391 札幌日産自動車株式会社 札幌市中央区大通西１７丁目１番地２３

392 札幌日産自動車株式会社中央店 札幌市中央区大通東２丁目３-３

393 札幌日産自動車株式会社本店 札幌市中央区大通西17丁目1番地23

394 札幌パブリック警備保障株式会社 札幌市中央区大通西１１丁目４番地

395 サッポロビール株式会社北海道本部 札幌市中央区北１条東４丁目８番地１

396 札幌日置株式会社 札幌市中央区北１６条西１５丁目１番６号

397 株式会社札幌物流 札幌市中央区南４条東１丁目５番２号

398 株式会社札幌ベニヤ商会 札幌市中央区北6条西19丁目23－6

399 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 札幌市中央区北１条西９丁目３番４号

400 札幌ホーム株式会社 札幌市中央区南１条西７丁目20番地１札幌スカイビル８階

401 株式会社札幌北洋カード 札幌市中央区大通西３丁目１１番地

402 株式会社札幌北洋リース 札幌市中央区大通西３丁目１１番地

403 札幌保護観察所 札幌市中央区大通西12丁目

404 株式会社札幌丸井三越 札幌市中央区南１条西1丁目8番地

405 札幌ヤクルト販売㈱南8条営業所 札幌市中央区南8条西18丁目3－10

406 札幌ヤクルト販売株式会社直販課 札幌市中央区大通西６丁目大通公園ビル

407 札幌臨床検査センター株式会社 札幌市中央区北５条西１８丁目９番地１

408 札友電材株式会社 札幌市中央区北５条西１８丁目９番地６

409 佐藤製薬株式会社 札幌市中央区北５条西２丁目５番地

410 ザ・パック㈱北海道支社 札幌市中央区北１条西１０丁目１－４　４階

411 株式会社サビスコ 札幌市中央区北5条西5丁目2－12　住友生命札幌ビル4階

412 SALVATORE CUOMO&BAR　すすきの 札幌市中央区南4条西1丁目2－1　ダイワロイネットホテル札幌すすきの

413 サンアグロ株式会社北海道営業部 札幌市中央区大通西８丁目２－30レジディア大通西３階305

414 サンエース株式会社札幌 札幌市中央区北４条西17丁目19番地23

415 三機工業株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西４丁目１

416 三共水産株式会社 札幌市中央区北14条西18丁目1番SSF57ビル

417 株式会社サンゲツ北海道支社 札幌市中央区南４条西１０－１００４－２

418 三元社印刷株式会社 札幌市中央区北１条東１２丁目２２番地

419 三幸製菓株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条西８丁目２番39ＩＳＭ札幌大通ビル６階３号

420 三晃化学株式会社 札幌市中央区南１条東５丁目１番地１７

421 三光設備株式会社北海道支店 札幌市中央区北２条東１２丁目９８

422 サンコー事務機株式会社 札幌市中央区北１３条西１８丁目３６番９０

423 サンシャインビル株式会社 札幌市中央区南３条東２丁目１番地

424 株式会社三城 札幌市中央区南２条東３丁目１０

425 三信産業株式会社 札幌市中央区北３条東６丁目338番地

426 サン総合管理株式会社 札幌市中央区南7条西5丁目289番地

427 参天製菓株式会社北海道東北支店 札幌市中央区北4条西5－1－3

428 参天製薬株式会社　札幌オフィス 札幌市中央区北４条西５丁目１－３

429 山王建設株式会社 札幌市中央区南7条西15丁目2番24号

430 株式会社三八 札幌市中央区南１条西１２丁目３２２番地

431 サンファシリティーズ株式会社 札幌市中央区大通西８丁目２番地３９北大通ビル

432 株式会社三洋販売北海道支社 札幌市中央区北１条東８丁目１－５２

433 株式会社三和化学研究所北海道支店 札幌市中央区南３条西１０丁目福山南３条ビル７階

434 三和シヤッター工業㈱北海道事業部 札幌市中央区北１条西１０丁目１番２６号

435 株式会社GIS北海道 札幌市中央区南7条西1丁目73番地

436 GEヘルスケア・ジャパン株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目２－１２

437 株式会社ジーエス・ユアサバッテリー北海道支店 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５　福山南三条ビル２階

438 株式会社GSユアサ北海道支社 札幌市中央区北2条西4丁目1番地北海道ビル

439 株式会社シーテック 札幌市中央区南8条西7丁目1036番地１



440 シーメンスヘルスケア株式会社北海道営業所 札幌市中央区北３条西４丁目１－１日本生命札幌ビル21Ｆ

441 ジェイ・アール北海道バス株式会社桑園自動車学校 札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地

442 株式会社ジェイ・エム・エス札幌営業所 札幌市中央区南７条西１丁目１３番弘安ビル５F

443 株式会社ジェイエムエス北海道支店 札幌市中央区南１条西１丁目１ＪＣＢ札幌東ビル３Ｆ

444 自衛隊札幌地方協力本部 札幌市中央区北４条西１５丁目１

445 ＪＲＡファシリティーズ株式会社札幌事業所 札幌市中央区北１６条西１６丁目１－１

446 ジェイアール北海道エンジニアリング株式会社 札幌市中央区北１０条西１５丁目１番２号

447 ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社 札幌市中央区北２条西１丁目１－１

448 JA共済損害調査株式会社札幌支店 札幌市中央区北4条西1丁目1共済ビル7階

449 ＪＡ共済連北海道札幌ＳＣ 札幌市中央区北４条西１丁目１番地

450 ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番地

451 ㈱JSP札幌営業所 札幌市中央区北3条西1丁目1番地　サンメモリアビル

452 ＪＦＥエンジニアリング株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西３丁目２番地

453 JFE商事鉄鋼建材(株)北海道支店 札幌市中央区北2条西4－1　札幌三井JPビルディング13階

454 株式会社ＪＭ札幌サービスセンター 札幌市中央区南２条西９丁目１－２－８階

455 株式会社ＪＣＭ札幌支店 札幌市中央区大通西７丁目１番地１

456 株式会社ジェーシービー北海道支社 札幌市中央区南１条西１丁目１番地

457 株式会社ＪＴＢ商事札幌営業所 札幌市中央区北１条東１丁目６－５　札幌イーストスクエア8階

458 株式会社JTB北海道事業部 札幌市中央区北１条西６丁目１－２アーバンネット札幌ビル８Ｆ

459 ＪＢサービス株式会社 札幌市中央区北１条西６丁目１番２号

460 ジェコス株式会社北海道支店 札幌市中央区北２条東１２丁目９８番地４２

461 ジオ・サーチ株式会社北海道事務所 札幌市中央区北２条西２丁目29番１号

462 塩野義製薬株式会社北海道第二営業所 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１日本生命札幌ビル20階

463 塩野義製薬株式会社札幌営業所 札幌市中央区北３条西４丁目１番１号日本生命ビル20階

464 株式会社ジオメック 札幌市中央区北２条東９丁目１３番３１号

465 株式会社シグマソリューションズ札幌支店 札幌市中央区北１条西８丁目２番８号

466 資生堂ジャパン株式会社　北海道・東北営業本部札幌オフィス 札幌市中央区北2条東1丁目2番地

467 資生堂ジャパン株式会社東日本支社札幌オフィス 札幌市中央区北２条東１丁目２番地

468 株式会社島津アクセス札幌支店 札幌市中央区北１条東１丁目２－５　カレスサッポロビル４Ｆ

469 島津メディカルシステムズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北９条西15丁目28番地196

470 清水建設㈱北海道支店建築部 札幌市中央区北1条西2丁目1番地1

471 清水建設株式会社北海道支店札幌拠点事務所 札幌市中央区北１条西2丁目１

472 清水建設株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西２丁目１番地

473 ㈱シミズ・ビルライフケアビルマネジメント事業本部北海道営業所 札幌市中央区北1条西2－1

474 株式会社シモクニ 札幌市中央区北６条西１５丁目

475 社会医療法人医仁会中村記念病院 札幌市中央区南１条西１４丁目２９１番地

476 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 札幌市中央区大通西１９丁目１－１札幌市社会福祉総合センター

477 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会中央事業所 札幌市中央区北１条西１３丁目４ＦＷＤビル１Ｆ

478 株式会社ジャストヒューマンネットワーク札幌支社 札幌市中央区北４条西４丁目１ニュー札幌ビル７階

479 社団法人北海道総合在宅ケア事業団札幌中央訪問看護ステーション 札幌市中央区北１条西９丁目３番２７号

480 シャチハタ株式会社札幌店 札幌市中央区北７条西１９丁目３８番５１号

481 株式会社ジャックス札幌支店 札幌市中央区北１条西６丁目アーバンネット札幌ビル

482 ジャパンフリトレー株式会社北海道支店 札幌市中央区北3条西2-2-1日通札幌ビル11階

483 株式会社常口アトムイオン桑園店 札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地

484 ㈱常口アトム広域管理営業部 札幌市中央区北１条西18丁目２番地６ＪＯＧＢＬＤ２階

485 株式会社常口アトム札幌大通支店札幌中央管理センター 札幌市中央区南１条西４丁目５番地３大手町ビル２階

486 株式会社常口アトム札幌駅前店 札幌市中央区北３条西3丁目1番地４１Ｎ･北３西３ビル１階

487 株式会社常口アトム札幌大通支店 札幌市中央区南１条西４丁目大手町ビル２階

488 ㈱常口アトムソリューション営業部 札幌市中央区北２条西３丁目１番地１２敷島ビル２階



489 株式会社常口アトム西１８丁目店 札幌市中央区大通西１８丁目1番地２７山京大通ビル1階

490 株式会社常口アトム法人営業部商業施設営業グループ 札幌市中央区北２条西３丁目１番地１２敷島ビル２階

491 株式会社常口アトム本社 札幌市中央区北２条西３丁目１番地12敷島ビル３階

492 株式会社商工組合中央金庫札幌支店 札幌市中央区北２条西３丁目１番２０

493 株式会社常光札幌支店 札幌市中央区北５条西１３丁目１－３３

494 株式会社松風札幌営業所 札幌市中央区北３条西１１丁目２－１２

495 株式会社ＳＹＯＫＵＳＡＮ 札幌市中央区南４条西１０丁目１００４番地２

496 ジョンソンコントロールズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条東２丁目８－２マルイト北４条ビル

497 株式会社城口研究所札幌支店 札幌市中央区北１条西５丁目２番地９　北一条三井ビルディング

498 新栄クリエイト株式会社 札幌市中央区北１２条西１５丁目４番１号

499 新栄プラント株式会社 札幌市中央区北９条西２０丁目１番１２号

500 株式会社シンギ札幌営業所 札幌市中央区北１４条西１８丁目１番３１号

501 新技術開発株式会社 札幌市中央区北１条東８丁目１番３

502 株式会社ＳＨＩＮＫＯ 札幌市中央区北３条東８丁目砂子ビル４階

503 株式会社進幸 札幌市中央区南３条西２丁目１番１号H＆Bプラザ７F

504 振興電気株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西１６丁目２番地

505 シンコール株式会社 札幌市中央区南１条東６丁目１－１

506 シンジェンタジャパン株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西５丁目１１－１電通恒産札幌ビル２階

507 新生紙パルプ商事株式会社札幌支店 札幌市中央区南三条西10丁目1001－５福山南三条ビル６Ｆ

508 新生ビルテクノ株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

509 新日本法規出版株式会社札幌支社 札幌市中央区北１条西７丁目５

510 新菱冷熱工業株式会社北海道支社 札幌市中央区北５条西６丁目２番２号　札幌センタービル

511 株式会社新六商店 札幌市中央区北１条東１丁目２番地

512 水ingＡＭ株式会社北海道支店 札幌市中央区北7条西15丁目28番11号

513 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社北海道支店 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号

514 株式会社水機テクノス札幌営業所 札幌市中央区北2条西3丁目1　太陽生命札幌ビル

515 株式会社鈴木商会 札幌市中央区北４条西４丁目１番地伊藤加藤ビル６Ｆ

516 株式会社スズケン 札幌市中央区北１１条西１９丁目３６番３５号

517 スターツ北海道㈱管理事業部 札幌市中央区北5条西6丁目1－23

518 スターツ北海道株式会社 札幌市中央区北４条西５丁目１番地

519 株式会社スタッフサービス 札幌市中央区北５条西２丁目５

520 ストラパック株式会社札幌支店 札幌市中央区大通東９丁目１番地みきビル

521 株式会社砂子組 札幌市中央区北３条東８丁目８番地４

522 株式会社スハラ食品札幌支店 札幌市中央区大通東３丁目２番地

523 株式会社スポーツハウス 札幌市中央区南３条西３丁目１１番地

524 スミセキ・ジオテクノ株式会社 札幌市中央区北２条西１３丁目１－３７

525 住友商事北海道株式会社 札幌市中央区大通西８丁目２番地

526 住友生命保険相互会社札幌すみれい営業センター 札幌市中央区北5条西5－2－12　住友生命札幌ビル6階

527 住友ファーマ株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条西６丁目４－１あおばアネックスビル８階

528 住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部北海道エリア 札幌市中央区大通西４丁目６番８号住友成泉ビル３Ｆ

529 住友不動産株式会社注文住宅事業本部北海道事業所 札幌市中央区大通西４丁目６-８住友成泉札幌大通ビル９階

530 住友不動産販売株式会社札幌中央営業センター 札幌市中央区北３条西４丁目１－１日本生命札幌ビル

531 住友三井オートサービス株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西８丁目２

532 住友林業株式会社木材建材事業本部北海道支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

533 株式会社スミノエ北日本支社 札幌市中央区北７条西１３丁目９番１号

534 スリーエムジャパン株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条東２丁目８－２ＳＲビル８階

535 株式会社青工 札幌市中央区北３条東７丁目342番地

536 株式会社セイコーマート 札幌市中央区南９条西５丁目パーク９・５ビル

537 セイコーリテールサービス㈱ 札幌市中央区南９条西５丁目４２１番地



538 ㈱西武･プリンスホテルズワールドワイド札幌プリンスホテル 札幌市中央区南２条西１１丁目

539 税理士法人アグス大通事務所 札幌市中央区大通東2丁目　プレジデント札幌ビル

540 税理士法人エンカレッジ 札幌市中央区大通西16丁目２番地５

541 税理士法人さくら総合会計 札幌市中央区南４条東４丁目２番地１

542 税理士法人さっぽろ経営センター 札幌市中央区南１条西１８丁目１－９ＫＳフロンティアビル２階

543 税理士法人常見会計 札幌市中央区南３条西１３丁目３２０番地

544 税理士法人光成会計事務所 札幌市中央区北３条西３丁目１番地２札幌駅前藤井ビル６階

545 星和電機株式会社北海道支社 札幌市中央区大通西７丁目１番１

546 清和肥料工業株式会社北海道支店 札幌市中央区南１条東３丁目10番１北海道日伊文化会館新館５階

547 積水メディカル株式会社北海道営業所 札幌市中央区北５条西６丁目２－２

548 株式会社セコマ 札幌市中央区南９条西５丁目４２１番地

549 セコム株式会社札幌統轄支社 札幌市中央区南１条東３丁目１２番地４

550 セコム株式会社　テクノ事業本部北海道支店 札幌市中央区北９条西１５丁目２８番地１９６

551 セコム損害保険株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西３丁目３札幌ＭＮビル１２階

552 株式会社セノン北海道支社 札幌市中央区北１条西６丁目１番２号

553 ㈱セブン－イレブン・ジャパン札幌地区事務所 札幌市中央区北１条西１丁目６番　さっぽろ創世スクエア10階

554 船員保険北海道健康管理センター 札幌市中央区北２条西１丁目１番地マルイト札幌ビル

555 泉工医科工業株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条東４丁目１番８号

556 全国共済農業協同組合連合会北海道本部 札幌市中央区北４条西１丁目１番地

557 全国共済農業協同組合連合会北海道本部札幌支所 札幌市中央区北４条西１丁目１番地

558 千寿製薬株式会社札幌グループ 札幌市中央区北１条西１３丁目４タケダ札幌ビル４Ｆ

559 株式会社セントラルビルサービス札幌営業所 札幌市中央区南２条西６丁目１３番１号南２西６ビル８階

560 セントラルリーシングシステム株式会社 札幌市中央区大通西６丁目１０番地１大通西６ビル

561 株式会社ゼンリン札幌営業部 札幌市中央区大通西１２丁目４番あいおい損保札幌大通ビル１Ｆ

562 株式会社創建社 札幌市中央区南一条西十丁目3番地

563 総合メディカル株式会社札幌オフィス 札幌市中央区北５条西６丁目２－２

564 株式会社ソーシャル 札幌市中央区北８条西１８丁目１番７号

565 ソニーコンスーマーセールス株式会社 札幌市中央区南１条西３丁目８－20メットライフ札幌プラザ２Ｆ

566 ソフトバンク株式会社 札幌市中央区大通西４丁目６番地１

567 株式会社ソラスト札幌支社 札幌市中央区北３条西３丁目１－６札幌小暮ビル３階

568 損害保険ジャパン株式会社 札幌市中央区北１条西６丁目２番地

569 ＳＯＭＰＯケア苗穂訪問介護 札幌市中央区北２条東13丁目１番２号

570 ＳＯＭＰＯケア株式会社北海道事業部 札幌市中央区北１条西６丁目２　損保ジャパン札幌ビル10階

571 SOMPOケア札幌福祉用具 札幌市中央区北２条東13丁目１－２

572 損保ジャパンパートナーズ株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西１０丁目１番地１５

573 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社札幌支社 札幌市中央区北１条西６丁目２損保ジャパン札幌ビル４Ｆ

574 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社札幌ＬＣオフィス 札幌市中央区北１条西４丁目２番地２号札幌ノースプラザ４Ｆ

575 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社北海道支社 札幌市中央区北１条西６－２　損保ジャパン札幌ビル４階

576 株式会社ダイアナ管理 札幌市中央区北５条西１２丁目２番３号

577 第一工業株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

578 第一三共エスファ株式会社北海道営業部 札幌市中央区大通西８丁目１－８

579 第一三共株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西８丁目１番地８

580 第一三共ヘルスケア株式会社 札幌市中央区大通西８丁目１－８第一三共札幌支店４F

581 第一法規株式会社北海道事業所 札幌市中央区北4条西6丁目毎日札幌会館7階

582 株式会社大京アステージ北海道支店 札幌市中央区北１条西３丁目３番地

583 大建工業株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条東４丁目１－10

584 大建産業株式会社 札幌市中央区南２条西６丁目１７－１

585 株式会社大興商事 札幌市中央区北２条東10丁目93番地

586 大光電機株式会社札幌支店 札幌市中央区南４条西１３丁目２番２号



587 大正製薬株式会社北日本支店札幌事業所 札幌市中央区南４条西９丁目１００７番地

588 大正ファーマ株式会社北日本支店札幌オフィス 札幌市中央区南４条西９丁目－１００７－１６

589 株式会社泰進建設 札幌市中央区北2条東2丁目1-16

590 大新東株式会社札幌営業所 札幌市中央区南１条西１丁目１３－１マナー白鳥５階

591 大成建設株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条西１丁目４番地

592 大成建設株式会社札幌支店札幌中央ＣＳセンター工事 札幌市中央区大通西５丁目１１大五ビル４階

593 大成建設ハウジング株式会社北海道営業所 札幌市中央区北４条東２丁目８番２号

594 大成ロテック株式会社北海道支社 札幌市中央区南１条西１丁目４番地

595 株式会社ダイツウ 札幌市中央区北５条西１９丁目２６番ハイムアサノ１階

596 株式会社大鐵 札幌市中央区大通東３丁目

597 株式会社ダイテック北海道事業所 札幌市中央区北４条東１丁目２－３札幌フコク生命ビル８Ｆ

598 大東建託株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条東１３丁目２６－３８ミカーレ・トーゲン１Ｆ

599 大東建託パートナーズ株式会社札幌営業所 札幌市中央区北８条西１８丁目３５－１００

600 大東電材株式会社北海道支店 札幌市中央区北５条西１４丁目１－４９

601 大同舗道株式会社 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地

602 ダイニチキャピタル＆ホープ㈱ 札幌市中央区南4条西15丁目3番5号

603 タイヘイ株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１１条西２０丁目１－１

604 太平ビルサービス株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条西６丁目札幌北辰ビル３階

605 太平洋興発株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条東１丁目２－１

606 太平洋セメント株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西５丁目日本生命北門館ビル７階

607 大鵬薬品工業株式会社コンシューマーヘルスケア北日本支店 札幌市中央区南3条西10－1001－5　福山南3条ビル４階

608 大鵬薬品工業㈱札幌支店 札幌市中央区南３条西１０－１００１－５　福山南3条ビル４階

609 大松株式会社札幌店 札幌市中央区北５条西１４丁目１－８第一衣料ビル３階

610 大丸株式会社紙包材管理部 札幌市中央区北３条西１４丁目２

611 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸札幌店 札幌市中央区北５条西４丁目７番地

612 タイムズサービス株式会社 札幌市中央区南４条西６丁目５タイムズステーション札幌すすきの

613 タイムズ２４株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西１丁目６　さっぽろ創世スクエア

614 株式会社太陽グループ 札幌市中央区南１条西４丁目４－１

615 ㈱第四北越銀行札幌支店 札幌市中央区北4条西4丁目1番地ＭＭＳ札幌駅前ビル8階

616 株式会社大冷札幌支店 札幌市中央区南１条東１丁目３パークイースト札幌５階

617 大和証券株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西３丁目７番地

618 大和リゾート株式会社ロイトン札幌 札幌市中央区北１条西１１丁目

619 大和冷機工業株式会社札幌中央営業所 札幌市中央区大通東7丁目12番地48ノースシティペンシルビル

620 株式会社タウ札幌支店 札幌市中央区北４条東１丁目２－３

621 株式会社タカギ札幌支店 札幌市中央区北１条東１丁目２－５

622 高砂熱学工業株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西４丁目１番地日本生命札幌ビル

623 タカハタ建設株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条東２丁目11番地４南１条タカハタビル９Ｆ

624 株式会社高柳自動車サービスステーション 札幌市中央区南８条西１丁目１３番地

625 株式会社タカラ 札幌市中央区南1条西10丁目4番地

626 宝酒造株式会社北海道支社 札幌市中央区北５条西６丁目２－２札幌センタービル１７Ｆ

627 タキイ種苗株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西１６丁目１番地

628 滝川株式会社札幌営業所 札幌市中央区南９条西２丁目２番２２号

629 タキロンシーアイシビル㈱札幌営業所 札幌市中央区北1条西１丁目６番地

630 拓北電業株式会社 札幌市中央区北８条西２０丁目２番１０号

631 株式会社タクマ北海道支店 札幌市中央区大通西５丁目１１番地(大五ビル内)

632 株式会社拓和札幌支店 札幌市中央区北８条西１８丁目３５番１００エアリービル２階

633 竹栄株式会社 札幌市中央区北３条西１２丁目２番３号

634 タケヤ刷子工業株式会社 札幌市中央区北１条東２丁目４番地

635 株式会社竹山 札幌市中央区北６条西１６丁目１番地５



636 竹山食品工業株式会社 札幌市中央区南５条東１丁目１１番地

637 田島ルーフィング株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西６丁目２－６大樹生命札幌大通ビル３

638 田尻機械工業株式会社 札幌市中央区北３条東８丁目８番地

639 立川ブラインド工業株式会社札幌支店 札幌市中央区南３条西１２丁目３２５番３号

640 株式会社田中組 札幌市中央区北６条西１７丁目１７番地５

641 田中商事株式会社札幌営業所 札幌市中央区北２条西１８丁目

642 田中水産株式会社 札幌市中央区10条西19丁目36番

643 株式会社ＴＡＮＡＸ札幌支店 札幌市中央区大通西7丁目1－1井門札幌パークフロントビル１０

644 田辺商事株式会社札幌支店 札幌市中央区北１１条西２０丁目２番24号

645 田辺三菱製薬株式会社北海道支店札幌第二営業所 札幌市中央区大通西７丁目３番地エムズ大通ビル８階

646 田辺三菱製薬株式会社北海道支店札幌第一営業所 札幌市中央区大通西７丁目３番地エムズ大通ビル８階

647 田辺三菱製薬株式会社北海道支店道南営業所 札幌市中央区大通西7丁目3番地１（エムズ大通ビル８階）

648 田辺三菱製薬株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西７丁目３番地１エムズ大通ビル８F

649 田辺三菱製薬株式会社北海道支店札幌第三営業所 札幌市中央区大通西7-3-1

650 株式会社田村義肢製作所 札幌市中央区北４条東５丁目５－６４

651 地崎商事株式会社 札幌市中央区北１条西３丁目３番地３１

652 中央コンサルタンツ株式会社札幌支店 札幌市中央区北４条東１丁目２番地３

653 中央自動車工業株式会社札幌支社 札幌市中央区北2条東14丁目26番地

654 中外製薬株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１　日生札幌ビル8階

655 チュウケイ株式会社 札幌市中央区南１条西８丁目１０番３第２８桂和ビル７階

656 中和石油株式会社 札幌市中央区南４条西９丁目１００８番地

657 ㈱長大札幌支社 札幌市中央区北1条東2丁目5番3

658 株式会社千代田テクノル札幌営業所 札幌市中央区北１条東２丁目５番２号札幌泉第２ビル３階

659 株式会社つうけん本社 札幌市中央区北4条西15丁目1番23号

660 ツヅキインフォテクノ東日本株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西18丁目2番地7

661 都築テクノサービス株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西16丁目１－30

662 株式会社椿本マシナリー札幌営業部 札幌市中央区北１条西２丁目９番オーク札幌ビル３Ｆ

663 株式会社ティーガイア 札幌市中央区大通西８－２

664 株式会社ＴＫＣ北海道ＳＣＧサービスセンター 札幌市中央区北３条西３丁目１番地大同生命ビル１３Ｆ

665 株式会社ＴＫテクノサービス北海道営業所 札幌市中央区南１条東１丁目３番地パークイースト札幌４階

666 株式会社ティーネットジャパン北海道支社 札幌市中央区大通西10丁目4番地

667 DXアンテナ株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条西３丁目３番地２２

668 帝国セキュリティ株式会社 札幌市中央区北6条西18丁目11番地14

669 株式会社帝国データバンク札幌支店 札幌市中央区南２条西９丁目１－１７

670 帝人ナカシマメディカル株式会社札幌営業所 札幌市中央区南７条西１丁目１３弘安ビル３階

671 帝人ヘルスケア株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西２丁目１札幌時計台ビル７Ｆ

672 D･TEC株式会社 札幌市中央区北２条西２丁目２６番地

673 株式会社テクノ・サービス 札幌市中央区大通西１丁目14－２桂和大通ビル

674 デサントジャパン株式会社 札幌市中央区大通西１０丁目４－１６　ダンロップSKビル2階

675 株式会社テスク 札幌市中央区北７条西２０丁目２番１号

676 ㈱テックコーポレーション札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目１－２

677 株式会社鉄建札幌支店 札幌市中央区北２条西３丁目１番地太陽生命札幌ビル６階

678 テルウェル東日本株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西１６丁目１番地

679 テルモ株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西１０丁目１－１５　UD札幌北一条ビル４階

680 株式会社テレ・マーカー北海道支店 札幌市中央区南１条西６丁目１５－１　あおばビル９階

681 デンカ株式会社札幌支店 札幌市中央区南２条西２丁目１８－１ＮＢＦ札幌南２条ビル

682 東亜商事株式会社札幌営業所 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５福山南三条ビル１階

683 株式会社ＴＯＯ札幌支店 札幌市中央区大通西８丁目２番地３０レジディア大通西１Ｆ

684 東海澱粉株式会社札幌加食事業所 札幌市中央区北4条西16－1



685 株式会社東急コミュニティー北海道支店 札幌市中央区北２条西１丁目１番地マルイト札幌ビル９階

686 株式会社東急百貨店札幌店 札幌市中央区北４条西２丁目１番地

687 東急リバブル株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目２番地２

688 株式会社東京海上あんしんエージェンシー札幌支社 札幌市中央区大通西6－10－11　北都ビル4階

689 東京海上日動あんしん生命保険株式会社札幌支社 札幌市中央区北２条西１丁目１－７

690 東京海上日動火災保険株式会社 札幌市中央区大通西３－７北洋大通センター

691 東京海上日動調査サービス株式会社北海道事業所 札幌市中央区大通西３丁目７番地北洋大通センター１５階

692 道協建設株式会社 札幌市中央区北１６条西１６丁目１番２号

693 東京サラヤ株式会社北海道支店 札幌市中央区北２条東12丁目98番地42北２条新川ビル５階

694 東京サラヤ株式会社メディカル事業本部札幌支店 札幌市中央区南２条東１丁目１番14号住友生命札幌中央ビル９階

695 株式会社東京商工リサーチ北海道支社 札幌市中央区北４条西５丁目１番地アスティ４５ビル１０階

696 東京書籍株式会社北海道支社 札幌市中央区南６条西１４丁目１－５

697 東京美装北海道株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

698 株式会社東京海上日動パートナーズ北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番地22

699 道銀カード株式会社 札幌市中央区南2条西2丁目14番地

700 ㈱東光札幌支店 札幌市中央区北2条東10丁目15－4

701 東光電気工事株式会社北海道支社 札幌市中央区北１条西３丁目３番地２２

702 東芝キヤリア株式会社北海道支店 札幌市中央区北14条西18－1－23

703 東芝テクノシステム株式会社札幌支店 札幌市中央区北14条18丁目1番23号

704 株式会社道新サービスセンター 札幌市中央区大通西18丁目1－30

705 株式会社道新若林 札幌市中央区北１条東７丁目１０番５５号

706 東武トップツアーズ株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条東１丁目パークイースト札幌７Ｆ

707 東邦電気工業株式会社北海道支店 札幌市中央区北６条西18丁目１－13

708 東洋計器株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西７－２－２

709 株式会社東洋実業 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号

710 東洋商事株式会社 札幌市中央区北５条西１６丁目２番地９

711 株式会社東洋建物興業 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号

712 東洋テクノ㈱札幌支店 札幌市中央区南1条西8丁目1－1　クリスタルタワー6階

713 東洋熱工業株式会社札幌支店 札幌市中央区北４条東２丁目８－２

714 東洋ロードメンテナンス㈱ 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号

715 株式会社東横イン 札幌市中央区南６条東２丁目1－1

716 東レ・メディカル株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条東２丁目５－２札幌泉第２ビル

717 道路工業株式会社 札幌市中央区南８条西１５丁目２－１

718 東和電商株式会社 札幌市中央区北２条東２丁目１番地

719 株式会社トーエネック北海道支社 札幌市中央区北１条西１３丁目４番地タケダ札幌ビル

720 株式会社ドーコン 札幌市中央区大通西４丁目１番地

721 株式会社トーショウビルサービス札幌支店 札幌市中央区北１条西９丁目３番２７号

722 TOTOアクアエンジ株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条東４丁目１－１０

723 ＴＯＴＯ株式会社北海道支社 札幌市中央区北３条東４丁目１－１０

724 TOTO北海道販売株式会社 札幌市中央区北１条東１０丁目１５番地４６

725 ＴＯＴＯメンテナンス株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条東４丁目１－１０　３Ｆ

726 株式会社トーハン北海道支店 札幌市中央区南１条東６丁目２－６

727 ドーピー建設工業株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西６丁目２番地

728 ㈱ドコモＣＳ北海道dカードセンター 札幌市中央区北１条西14丁目６

729 ㈱ドコモＣＳ北海道総務部勤労 札幌市中央区北１条西14丁目６ドコモ北海道ビル

730 ㈱ドコモＣＳ北海道総務部 札幌市中央区北1条西14－6

731 ㈱ドコモＣＳ北海道総務部人事育成担当 札幌市中央区北1条西14丁目6

732 株式会社ドコモCS北海道エリア品質部 札幌市中央区北１条西14丁目6番地

733 株式会社ドコモCS北海道札幌営業部 札幌市中央区北１条西１４丁目６



734 株式会社ドコモCS北海道ショップ運営部 札幌市中央区南１条西１丁目大成札幌ビル３階

735 株式会社ドコモＣＳ北海道ネットワーク建設部 札幌市中央区北１条西14丁目６番地ドコモ北海道ビル

736 株式会社ドコモCS北海道NW運営部 札幌市中央区北1条西14丁目6番地

737 ㈱ドコモビジネスソリューションズ北海道支社 札幌市中央区北１条西14丁目６

738 戸田建設株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条東２丁目２番地

739 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス 札幌市中央区南２条西１３丁目

740 苫小牧信用金庫札幌支店 札幌市中央区南４条西１丁目１番地８

741 トヨタカローラ札幌株式会社北二条店 札幌市中央区北２条東２丁目１番地１０

742 トヨタカローラ札幌株式会社南九条店 札幌市中央区南８条西７丁目１０３７番地

743 トヨタファイナンス株式会社北海道支社 札幌市中央区北２条西１丁目１番地マルイト札幌ビル７Ｆ

744 株式会社トヨタレンタリース札幌 札幌市中央区北５条東２丁目１番地

745 ㈱酉島製作所札幌支店 札幌市中央区北二条西3丁目1番地

746 内外エンジニアリング北海道㈱ 札幌市中央区南１条東１丁目３番地

747 中島製茶株式会社北海道営業所 札幌市中央区北８条西２０丁目２番７号

748 中道リース株式会社 札幌市中央区北１条東３丁目３番地

749 株式会社中村義之商店 札幌市中央区北１２条西１９丁目

750 ナトリ株式会社 札幌市中央区南２条東４丁目６番地１

751 ナラサキ産業株式会社北海道支社 札幌市中央区北１条西７丁目プレスト１・７ビル

752 ナラサキ石油株式会社 札幌市中央区北１条西７丁目１番地

753 株式会社奈る美 札幌市中央区北5条西10丁目2-1チサンマンション植物園1階

754 株式会社南香園 札幌市中央区北１１条西１５丁目１番５２号

755 株式会社ニイタカ札幌営業所 札幌市中央区大通東７丁目12－２ノースシティテクノビル３Ｆ

756 二幸産業㈱北海道支社 札幌市中央区北１条東２丁目５－２札幌泉第１ビル三階

757 西日本フリート株式会社 札幌市中央区南１条東１丁目５－１

758 株式会社西原衛生工業所札幌支店 札幌市中央区大通西９丁目１番地18ソニー生命札幌ビル２階

759 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター札幌 札幌市中央区北５条西１９丁目２４－６　札石北５条ビル２Ｆ

760 ㈱ニチイケアネット北海道支社 札幌市中央区北5条西19丁目

761 株式会社日動 札幌市中央区南１条西１丁目１６番地４

762 ニチバン株式会社札幌オフィス 札幌市中央区北５条西５丁目２番１２住友生命札幌ビル４Ｆ

763 日通リース＆ファイナンス(株)札幌支店 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9

764 日建片桐リース株式会社 札幌市中央区南１条東７丁目２番４号

765 日研トータルソーシング株式会社札幌事業所 札幌市中央区南１条東１丁目５番大通バスセンタービル１号館５

766 日産化学株式会社農業化学品事業部札幌営業部 札幌市中央区北２条西１丁目１番地マルイト札幌ビル１１階

767 株式会社日産フィナンシャルサービス営業本部北日本営業部 札幌市中央区大通西６丁目１０大通公園ビル４階

768 日産プリンス札幌販売（株）中央支店 札幌市中央区南８条西１１丁目２番１号

769 日清オイリオグループ株式会社北海道支店 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５福山南３条ビル１F

770 日新火災海上保険株式会社北海道事業部 札幌市中央区北３条西１丁目１－１札幌ブリックキューブ４階

771 日新工業株式会社札幌営業所 札幌市中央区南9条西3丁目２－１２KSビル３F

772 日清製粉株式会社札幌営業部 札幌市中央区北３条西３丁目１番地

773 日清医療食品株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１日本生命札幌ビル２０階

774 日精機工株式会社 札幌市中央区北２条東１１丁目

775 ㈱日清製粉ウェルナ北海道営業部 札幌市中央区北３条西３丁目１－44ヒューリックスクエア札幌７

776 日成ビルド工業(株)札幌支店 札幌市中央区北1条東4－8－1ﾌｧｸﾄﾘｰﾌﾛﾝﾃｨｱ館7階

777 株式会社ニッセンレンエスコート 札幌市中央区南２条西２丁目１３番地

778 株式会社日専連ジェミス札幌支店 札幌市中央区南１条西８丁目１１番地４日専連ジェミスビル３階

779 日総工産株式会社札幌総合オフィス 札幌市中央区北２条西２丁目３２第３７桂和ビル４階

780 ニッタン株式会社北海道支社 札幌市中央区大通東６丁目１２番地７ザ・フィフス大通ビル２階

781 日鉄セメント㈱営業本部 札幌市中央区北4条西4丁目1番地1　ﾆｭｰ札幌ビル3階

782 日東工業株式会社札幌営業所 札幌市中央区南４条西１０丁目１００４番地２



783 株式会社ニップン札幌支店 札幌市中央区北１条西５丁目２番地　北一条ビル５階

784 株式会社日邦バルブ札幌営業所 札幌市中央区大通東７丁目１－２９

785 ニプロ株式会社札幌支店 札幌市中央区北９条西１９丁目３５番

786 日本アイ・ビー・エム㈱札幌事業所 札幌市中央区北5条西6丁目2番札幌センタービル

787 日本アルコン株式会社札幌営業所 札幌市中央区北７条西１３丁目９－１塚本ビル７号館

788 日本NCRサービス㈱札幌営業所 札幌市中央区南7条西1丁目13番

789 株式会社日本エム・ディ・エム札幌営業所 札幌市中央区大通西１８丁目１番地道新西ビル７Ｆ

790 日本オーチス・エレベータ株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西１丁目１番地１ナショナルビル

791 日本カーソリューションズ株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西７丁目３－１

792 日本紙通商株式会社札幌支社 札幌市中央区北２条西４丁目１

793 日本貨物鉄道株式会社北海道支社 札幌市中央区北11条西15丁目１－１

794 日本貨物鉄道㈱北海道支社 札幌市中央区北11条西15丁目1－1

795 日本化薬株式会社札幌医薬支店 札幌市中央区南７条西１丁目１３－７３弘安ビル６階

796 日本カルミック株式会社札幌オフィス 札幌市中央区北1条西5丁目2-9

797 日本管財株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西５丁目１番地

798 日本管財住宅管理株式会社北海道支店 札幌市中央区南１条西11丁目１番地301

799 日本基礎技術株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条東８丁目８番地４

800 日本銀行札幌支店 札幌市中央区北１条西６丁目１－１

801 株式会社日本ケミカル 札幌市中央区南７条西１５丁目１番１号

802 日本ケミファ株式会社札幌営業所 札幌市中央区北７条西１３丁目９－１塚本ビル７号館７Ｆ

803 日本建設株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西１１丁目４番地

804 日本ゴア株式会社札幌フロントオフィス 札幌市中央区南１条２丁目８－２SRビル４階

805 日本高圧コンクリート株式会社 札幌市中央区北３条西３丁目１－５４

806 日本高圧コンクリート株式会社札幌支社 札幌市中央区北3条西3丁目1番54札幌北三条ビル

807 日本工営株式会社札幌支店 札幌市中央区北５条西６丁目２番地

808 日本光電工業株式会社 札幌市中央区南２条東１丁目１－１４

809 日本コムシス株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西１５丁目１－２３

810 日本コムテック株式会社 札幌市中央区南８条西１３丁目３番６０号ＣＭビル

811 日本事務器株式会社北海道支社 札幌市中央区北５条西６丁目２番２札幌センタービル

812 株式会社日本住宅保証検査機構札幌営業所 札幌市中央区南１条東２丁目６番大通バスセンタービル２号館３階

813 日本出版販売株式会社北海道支店 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１番地５福山南三条ビル７階

814 株式会社日本政策金融公庫札幌支店国民生活事業 札幌市中央区北１条西２丁目２番地２

815 日本製紙株式会社紙パック札幌営業所 札幌市中央区北２条西４丁目１北海道ビル

816 日本製紙クレシア株式会社北海道営業支社 札幌市中央区北三条西二丁目１０番２札幌HSビル

817 日本清酒株式会社 札幌市中央区南３条東５丁目２番地

818 日本生命保険相互会社札幌支社 札幌市中央区北3条西4丁目1-1日本生命ビル9階

819 日本セーフティー株式会社札幌支店 札幌市中央区南1条西９－１－１５井門札幌S１０９ビル４F

820 日本赤十字社北海道支部 札幌市中央区北１条西５丁目

821 日本曹達株式会社札幌営業所 札幌市中央区北1条西４丁目1ー２

822 日本たばこ産業株式会社北海道支社 札幌市中央区北３条西１５丁目１番８号

823 日本中央競馬会札幌競馬場 札幌市中央区北１６条西１６丁目１番１号

824 日本調剤株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西３丁目４番地

825 日本賃貸保証株式会社SAPPOROoffice 札幌市中央区大通り西8丁目２－２４桂和大通りビル

826 日本通信エレクトロニック株式会社北海道支店 札幌市中央区南２条西10丁目１－４

827 日本テクノ株式会社札幌営業所 札幌市中央区北５条西２－５

828 日本テクロ株式会社札幌支店 札幌市中央区北4条東2丁目8-2

829 ㈱日本デジタル研究所札幌営業所 札幌市中央区北3条西3丁目1－6　札幌小暮ビル3階

830 日本電技株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西３丁目４

831 日本電気株式会社北海道支社 札幌市中央区大通西４丁目１番地新大通ビル



832 日本甜菜製糖株式会社札幌支社 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1

833 株式会社日本トリム札幌支社 札幌市中央区北5条西6－2

834 日本ニューホランド株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目４番地

835 日本農薬株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西２丁目１０番２号

836 日本ビューホテル株式会社札幌ビューホテル大通公園 札幌市中央区大通西８丁目

837 日本ヒューム株式会社北海道支社 札幌市中央区大通西４丁目道銀ビル

838 日本ファシリオ株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条東１丁目５番地大通バスセンタービル１号館

839 株式会社日本ファシリティ 札幌市中央区北２条西１丁目10ピア２・１ビル２Ｆ

840 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 札幌市中央区北５条西６丁目２－２札幌センタービル15階

841 日本防水総業株式会社 札幌市中央区北３条東４丁目１番地

842 日本放送協会札幌放送局 札幌市中央区北１条西９丁目１－５

843 日本無線株式会社北海道支社 札幌市中央区大通西５丁目11番地１電通恒産札幌ビル

844 日本メックス株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西１６丁目１番地テルウェル札幌ビル

845 日本メディアシステム株式会社　札幌支店 札幌市中央区大通西12丁目４

846 日本メドトロニック㈱札幌支店 札幌市中央区大通西６丁目２－６大樹生命札幌大通ビル７Ｆ

847 日本郵便株式会社札幌検査室 札幌市中央区北２条西４丁目３番地

848 日本郵便株式会社北海道支社 札幌市中央区北２条西４丁目３番地

849 日本ライフライン株式会社札幌営業所 札幌市中央区北1条西6丁目1-2アーバンネット札幌ﾋﾞﾙ2F

850 ㈱日本旅行北海道札幌支店 札幌市中央区南１条西４丁目１６番地日本旅行札幌ビル4階

851 株式会社日本旅行北海道 札幌市中央区南１条西４丁目１６番地

852 日本年金機構札幌西年金事務所 札幌市中央区北3条西11丁目2番1号

853 認定こども園カトリック聖園こどもの家 札幌市中央区北1条東6丁目10－41

854 株式会社ネクシィーズ 札幌市中央区北5条西2-5

855 株式会社ネクステップ 札幌市中央区大通西１丁目１４－２

856 熱原設備株式会社札幌支店 札幌市中央区北１１条西２０丁目２－５

857 ネッツトヨタ札幌株式会社桑園店 札幌市中央区北４条西１７丁目２０番２号

858 株式会社ノヴェロ 札幌市中央区南２条東３丁目１０－２４

859 農林中央金庫札幌支店 札幌市中央区大通西３丁目７番地　北洋大通センター14階

860 株式会社ノーザ北海道支店 札幌市中央区北５条西１２丁目２番地ベルックス北５ビルＡ館５Ｆ

861 株式会社ノースイ札幌支店 札幌市中央区南４条西１３丁目１番８号Ｓ413ビル４Ｆ

862 ノーベルファーマ株式会社札幌オフィス 札幌市中央区南２条西12丁目324－11

863 野崎印刷紙業株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西１５丁目３番地

864 株式会社ノダ北海道ブロック 札幌市中央区南２条西１０丁目１番地４

865 野村證券株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西４丁目　日生ビル1階

866 パーソルマーケティング株式会社札幌営業所 札幌市中央区北４条西５丁目１アスティ４５　１４Ｆ

867 パーソルテンプスタッフ㈱札幌オフィス 札幌市中央区北5条西2－5JRタワーオフィスプラザさっぽろ1

868 ハウジングオペレーションアーキテクツ株式会社 札幌市中央区北４条西２１丁目２番１号

869 ハウス食品株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西６丁目１－２アーバンネット札幌ビル２階

870 株式会社ハウステック北日本支社札幌営業所 札幌市中央区北１条西８－１－２

871 萩原建設工業株式会社札幌支店 札幌市中央区南２条西10丁目５番地３　ＰＰＣビル６階

872 白鶴酒造株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西１１丁目４大通藤井ビル

873 はごろもフーズ株式会社札幌営業所 札幌市中央区北２条東１丁目２番１０号

874 パナソニックエイジフリー株式会社 札幌市中央区北２条東１０丁目９３－３３

875 パナソニックＬＳテクノサービス株式会社北海道支社 札幌市中央区北６条西１２丁目１３番地

876 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ株式会社 札幌市中央区大通西6丁目２番６号

877 パナソニック環境エンジニアリング株式会社北海道営業所 札幌市中央区南１条東３丁目９－２　ＭＩＤビル３Ｆ

878 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社ＣＥ社 札幌市中央区南７条西１丁目21番１第３弘安ビル９階

879 パナソニックコンシュマーマーケティング株式会社ＬＥ社 札幌市中央区南７条西１丁目21－１第３弘安ビル９階

880 パナソニック産機システムズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条東７丁目１－８



881 パブリックコンサルタント株式会社 札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３

882 株式会社羽幌燃料商会 札幌市中央区北１２条西１５丁目2番15号

883 株式会社濱建 札幌市中央区北３条東５丁目５番地

884 早坂理工株式会社第一営業部札幌営業所 札幌市中央区北４条西１８丁目２番地２リューズビル３Ｆ

885 ハヤシ電興株式会社 札幌市中央区南８条西１２丁目１番２２号

886 パラテクノ株式会社 札幌市中央区南２条西13丁目318-11

887 パラマウントベッド株式会社札幌支店 札幌市中央区南２条西１３丁目３１８番１１号

888 株式会社バリアンメディカルシステムズ 札幌市中央区北３条西３丁目１番25ＮＲＥＧ北３条ビル８階

889 株式会社パワーコンサル 札幌市中央区南4条東3丁目19番地

890 ㈱パワー・ステーション桑園店 札幌市中央区北１０条西１５丁目１－６－１階

891 株式会社パワー・ステーション西18丁目店 札幌市中央区大通西18丁目2－9－1階

892 株式会社ＰＳビバレッジ札幌支店 札幌市中央区北４条東７丁目３７４－４

893 ＰＦＵ ＩＴサービス株式会社 札幌市中央区北３条西２丁目10番地２

894 株式会社ＢＭＬフード・サイエンス 札幌市中央区北３条西１６丁目１－１０

895 PDRファーマ㈱ 札幌市中央区大通西6－1

896 BPカストロール株式会社北海道支店 札幌市中央区南１条東２丁目８－２SRビル３階

897 東日本テクノ（株） 札幌市中央区大通西９丁目３番地33

898 ㈱ビケンテクノ札幌支店 札幌市中央区大通東8丁目1－102　藤島ビル2階

899 ピザハット札幌中央店 札幌市中央区南３条東４丁目１－３１

900 ピザハット円山店 札幌市中央区大通西17丁目1番12号

901 久光製薬株式会社 札幌市中央区大通西12丁目４番地あいおいニッセイ同和損保札幌

902 株式会社日立製作所ヘルスケア札幌営業所 札幌市中央区大通西10丁目4－133

903 株式会社日立製作所北海道支社 札幌市中央区北２条西４丁目１番地札幌三井JPビル9階

904 株式会社日立ビルシステムエンジニアリング 札幌市中央区北４条西４丁目１番地７　ＭＭＳ札幌駅前ビル7階

905 株式会社日立パワーソリューションズ 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

906 株式会社日立ビルシステム北海道支社 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１

907 株式会社ビッグ 札幌市中央区南4条西7丁目6番地

908 (株)ヒト・コミュニケーションズ北海道支社 札幌市中央区北１条西２丁目１札幌時計台ビル５Ｆ

909 日比谷総合設備株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西１６丁目テルウェル札幌第2ビル

910 株式会社ヒューマンインプリンク 札幌市中央区北２条西２丁目７

911 株式会社ヒロエナジー 札幌市中央区南7条西1丁目13番地　第2弘安ビル4階

912 ファースト株式会社 札幌市中央区大通西4丁目1番地

913 ㈱FIRST LIFE 札幌市中央区大通西14丁目1番13号　日本南大通ﾋﾞﾙ10階

914 ファイナンシャル・ジャパン㈱札幌支社 札幌市中央区南1条西13丁目317－3

915 ファイナンシャル・ジャパン㈱札幌第一支社 札幌市中央区南三条西12丁目320-20

916 ㈱ファイブシーズメディカル 札幌市中央区南２条西１２丁目３２４－１１　南２条藤井ビル９階

917 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 札幌市中央区北1条東1丁目4-1サン経成ビル8階

918 株式会社ファミリーマート札幌北営業所 札幌市中央区北２条東１２丁目９８番地４２北２条新川ビル

919 ㈱ファミリーマート札幌中央営業所 札幌市中央区北２条東１２丁目９８－４２北２条新川ビル

920 株式会社ファミリーマート札幌南営業所 札幌市中央区北２条東１２丁目９８番地４２北４条新川ビル

921 フィード・ワン株式会社道央支店 札幌市中央区北３条西２丁目１２番地１号

922 株式会社フィリップス・ジャパン 札幌市中央区北２条東１１丁目２３－７

923 株式会社フォーシーズピザーラ札幌中央店 札幌市中央区北１３条西１６丁目１

924 株式会社フォルテック 札幌市中央区南５条東３丁目５番地

925 株式会社フカミヤ 札幌市中央区大通西８丁目２

926 株式会社ふくしサービス 札幌市中央区北４条東２丁目７番地１

927 フクダ電子北海道販売株式会社 札幌市中央区北１３条西１７丁目１－３５

928 福田部品株式会社 札幌市中央区南１条東７丁目

929 フクダライフテック北海道株式会社 札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３５号



930 株式会社福本商店 札幌市中央区南５条西１丁目１番地

931 株式会社福山倉庫 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５

932 株式会社藤井ビル 札幌市中央区大通西11丁目4番地

933 株式会社フジ医療器札幌出張所 札幌市中央区北１条東１３丁目１番地８７北１東１３ビル

934 富士エンジニアリング株式会社 札幌市中央区北６条西１２丁目１４番地

935 株式会社フジキカイ 札幌市中央区大通西１８－２－７

936 富士興産株式会社札幌支店 札幌市中央区北９条西１８丁目２

937 富士産業株式会社北海道事業部 札幌市中央区北4条西６丁目1番地

938 株式会社ＦＵＪＩジャパン 札幌市中央区大通東４丁目４番地１８

939 フジタビルメンテナンス株式会社北海道営業所 札幌市中央区北２条西２丁目７第２カミヤマビル

940 株式会社富士通エフサス ＳＡＰＰＯＲＯ ＨＵＢ 札幌市中央区北２条西４丁目１番地札幌三井JPビル

941 富士通株式会社北海道支社 札幌市中央区北２条西４丁目１番地札幌三井ＪＰビルディング

942 株式会社富士通ゼネラル北海道支店 札幌市中央区北７条西１３丁目９番1号

943 富士通ネットワークソリューションズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北２条西４丁目１

944 フジテック株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西８丁目朝日生命札幌大通ビル

945 フジテック産業株式会社 札幌市中央区南１条東１丁目５大通バスセンタービル１号館６階

946 富士電機株式会社北海道支社 札幌市中央区北１条東２丁目５－２

947 富士フイルムヘルスケア㈱北海道支店 札幌市中央区大通西10丁目4-133　南大通ビル新館

948 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱北海道支社 札幌市中央区大通西６丁目１番地

949 富士フイルムメディカルサービスソリューション株式会社 札幌市中央区北４条東２丁目８－２マルイト北４条ビル

950 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱北海道・東北支店 札幌市中央区大通西10丁目4-133　南大通ビル新館

951 富士フィルムイメージングシステムズ株式会社 札幌市中央区大通西６丁目１番地富士フイルム札幌ビル８Ｆ

952 富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部北海道支店 札幌市中央区大通西６丁目１

953 富士フイルム和光純薬株式会社北海道営業所 札幌市中央区大通西６丁目１番地富士フイルム札幌ビル８階

954 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社北海道営業所 札幌市中央区北１条東２丁目５－２札幌泉第二ビル５Ｆ

955 富士ホームエナジー株式会社 札幌市中央区北９条西１８丁目２番地６

956 藤光鋼材株式会社 札幌市中央区北1条東7丁目1番地

957 株式会社富士メガネ本社 札幌市中央区南２条西１丁目３番地

958 扶桑電通株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条東１丁目６－５

959 物林株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２

960 ㈱不動テトラ北海道支店 札幌市中央区北1条西7丁目3番

961 フランスベッド株式会社メディカル札幌営業所 札幌市中央区北１条東８丁目１－４ホクアイ北１条

962 株式会社ぶらんとマガジン社 札幌市中央区南９条西１丁目１－15財界さっぽろビル４階

963 フルテック株式会社札幌支店 札幌市中央区北13条西17丁目１番31号

964 株式会社ブルボン札幌営業所 札幌市中央区北４条東２丁目８－２マルイト北４条ビル8階

965 株式会社古山商店 札幌市中央区大通東９丁目１

966 株式会社プレナス 札幌市中央区北２条東１２丁目９８－４２北２条新川ビル３Ｆ

967 プレミア株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条西４丁目５－１

968 株式会社プロサポート物流 札幌市中央区北５条西９丁目17番地11

969 株式会社プロトコーポレーション札幌支社 札幌市中央区北４条東２丁目８－２ マルイト北4条ビル4階

970 株式会社フロントライン札幌支店 札幌市中央区大通東7－18－５

971 株式会社平和北海道営業所 札幌市中央区南２条東４丁目１番９

972 株式会社ＨＥＸＥＬＷｏｒｋｓ北海道支店 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地

973 ベックマンコールター株式会社 札幌市中央区北２条西１丁目１番１号

974 株式会社ベルックス 札幌市中央区北５条西１２丁目２番地

975 株式会社ベルックス警備事業本部 札幌市中央区南７条西１０丁目１０２９番地

976 ベンチャーパートナーズ株式会社 札幌市中央区大通西17丁目1番地2　VPセンタービル

977 豊栄建設株式会社 札幌市中央区北５条西１１丁目１５番地４

978 株式会社ポーラ北日本エリア南北海道センター 札幌市中央区南１条西８丁目



979 北海道ロード運輸株式会社 札幌市中央区北２条東１２丁目９８番地１２

980 株式会社ホギメディカル札幌営業所 札幌市中央区北3条西3丁目－1大同生命札幌ビル14階

981 北栄機装株式会社 札幌市中央区南１条西１２丁目３２２新永ビル

982 株式会社北王札幌 札幌市中央区北10条西20丁目２番30号

983 北央信用組合 札幌市中央区南１条西８丁目７番地の１

984 株式会社北商コーポレーション 札幌市中央区北２条西２丁目１番地5号

985 株式会社北信工 札幌市中央区北５条西９丁目３番地

986 北盛電設株式会社 札幌市中央区北7条西20丁目1番15号

987 有限会社北精エンジニアリング 札幌市中央区北9条西17丁目2番1号

988 株式会社北星コーポレーション 札幌市中央区南４条西３丁目９番地

989 株式会社　ほくせん 札幌市中央区南２条西１丁目３番地

990 北電興業株式会社 札幌市中央区北１条東３丁目１番地の１

991 ほくでんサービス株式会社札幌支店 札幌市中央区南1条東2丁目6番地大通バスセンタービル２号館

992 ほくでんサービス株式会社本社 札幌市中央区南１条東２丁目６番地

993 北電総合設計株式会社 札幌市中央区北１条東３丁目１番地１

994 北燃商事株式会社札幌東営業所 札幌市中央区大通東８丁目１番地

995 ホクビサービス株式会社 札幌市中央区北４条西14丁目１番23

996 ほくほくＴＴ証券株式会社札幌営業部 札幌市中央区大通西４丁目－１新大通ビル１階

997 株式会社ほくやく 札幌市中央区北６条西１６丁目１番地５

998 株式会社ほくやく札幌支店 札幌市中央区大通西16丁目２番６号

999 株式会社北洋銀行アドバイザリー部 札幌市中央区大通西３丁目７番地

1000 株式会社北洋銀行北五条通支店 札幌市中央区北４条西１８丁目７番地２

1001 株式会社北洋銀行経営企画部総務グループ 札幌市中央区大通西３丁目７番地

1002 株式会社北洋銀行札幌西支店 札幌市中央区南１条西１１丁目１番地３０２

1003 株式会社北洋銀行札幌南支店 札幌市中央区大通西４丁目１番地

1004 株式会社北洋銀行札幌駅南口支店 札幌市中央区北４条西４丁目１番地

1005 ㈱北洋銀行ソリューション部 札幌市中央区大通西３丁目７番地

1006 ㈱北洋銀行苗穂支店・札幌東支店 札幌市中央区北2条東5丁目1番地

1007 株式会社北洋銀行秘書室 札幌市中央区大通西３丁目7番地

1008 ㈱北洋銀行本店営業部 札幌市中央区大通西３丁目７番地

1009 株式会社北洋銀行本店ローンプラザ 札幌市中央区大通西３丁目７番地

1010 北洋証券㈱本店営業部 札幌市中央区大通西３丁目11番地北洋ビル４階

1011 ほくよう保険サービス株式会社 札幌市中央区北４条西３丁目１番地

1012 株式会社北陸銀行札幌支店 札幌市中央区南２条西２丁目14番地

1013 株式会社北陸銀行北海道事務所 札幌市中央区大通西２丁目５番地

1014 ホクレン農業協同組合連合会 札幌市中央区北４条西１丁目３番地

1015 ホクレン農業協同組合連合会道央支店 札幌市中央区北４条西１丁目３番地

1016 ホクレン農業協同組合連合会札幌支所 札幌市中央区北４条西１丁目１番地北濃ビル１６階

1017 ホクレン包材株式会社 札幌市中央区北４条西１丁目１番地

1018 株式会社保工北海道 札幌市中央区北１条東１４丁目１番地１２

1019 ホシザキ北海道㈱すすきの営業所 札幌市中央区南８条西１丁目１３－１９　プレサント南８西１

1020 星野水産株式会社 札幌市中央区北７条西１７丁目３番地

1021 北海航測株式会社 札幌市中央区北３条西１７丁目

1022 北海自動車工業株式会社本社 札幌市中央区南１条東４丁目１

1023 株式会社北海道アルバイト情報社 札幌市中央区南２条西６丁目１３番地１南２西６ビル

1024 北海道石狩振興局産業振興部整備課 札幌市中央区北３条西７丁目

1025 北海道石狩振興局産業振興部林務課 札幌市中央区北３条西７丁目

1026 北海道運輸局 札幌市中央区大通西10丁目

1027 北海道エナジティック株式会社桑園営業所 札幌市中央区北１３条西１８丁目１



1028 北海道エネルギー株式会社 札幌市中央区北1条東3丁目3番地

1029 北海道エムアイ石油株式会社 札幌市中央区北18条西15丁目３－10

1030 北海道オフィス・マシン株式会社 札幌市中央区大通西１６丁目３番地

1031 北海道カーオイル株式会社 札幌市中央区北１条西１８丁目２番地３

1032 北海道開発局札幌開発建設部 札幌市中央区北２条西１９丁目

1033 北海道火災共済協同組合 札幌市中央区北１条西７丁目プレスト１．７

1034 株式会社北海道協同組合通信社 札幌市中央区北５条西１４丁目１－１５

1035 北海道漁業協同組合連合会 札幌市中央区北３条西７丁目1番地

1036 北海道キリンビバレッジ株式会社 札幌市中央区北11条西19丁目36番147号

1037 北海道キリンビバレッジサービス株式会社札幌支店 札幌市中央区北11条西19丁目36番147号

1038 株式会社北海道銀行本店法人営業部 札幌市中央区大通西４丁目１番地

1039 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西４丁目１番地

1040 株式会社北海道銀行札幌駅前支店 札幌市中央区北４条西３丁目１番地

1041 株式会社北海道銀行法人営業部 札幌市中央区南１条西１０丁目３番地

1042 株式会社北海道銀行リテール推進部住宅ローンプラザ 札幌市中央区大通西４丁目１番地

1043 北海道勤労者住宅生活協同組合 札幌市中央区北4条東2丁目7番地6

1044 北海道空港株式会社 札幌市中央区北1条西7丁目

1045 北海道クリーン・システム株式会社 札幌市中央区北２条西２丁目１５番地ＳＴＶ北２条ビル

1046 北海道グローリー株式会社 札幌市中央区北１３条西１７丁目１番４５号

1047 北海道警察札幌方面中央警察署 札幌市中央区北１条西５丁目４番２

1048 北海道警察情報通信部 札幌市中央区北２条西７丁目

1049 北海道警察本部刑事部鑑識課 札幌市中央区北２条西７丁目

1050 北海道警察本部刑事部捜査支援分析課 札幌市中央区北2条西7丁目

1051 北海道警察本部刑事部捜査第一課 札幌市中央区北２条西７丁目

1052 北海道警察本部刑事部捜査第三課 札幌市中央区北２条西７丁目

1053 北海道警察本部刑事部捜査第二課 札幌市中央区北２条西７丁目

1054 北海道警察本部刑事部捜査第四課 札幌市中央区北２条西７丁目

1055 北海道警察本部刑事部組織犯罪対策課 札幌市中央区北２条西７丁目

1056 北海道警察本部刑事部薬物銃器対策課 札幌市中央区北２条西７丁目

1057 北海道警察本部警備部外事課 札幌市中央区北２条西７丁目

1058 北海道警察本部警備部公安第一課 札幌市中央区北２条西７丁目

1059 北海道警察本部警備部公安第三課 札幌市中央区北２条西７丁目

1060 北海道警察本部警備部公安第二課 札幌市中央区北２条西７丁目

1061 北海道警察本部警務部監察官室 札幌市中央区北２条西７丁目

1062 北海道警察本部警務部警務課 札幌市中央区北２条西７丁目

1063 北海道警察本部交通部交通捜査課 札幌市中央区北２条西７丁目

1064 北海道警察本部生活安全部生活安全企画課 札幌市中央区北２条西７丁目

1065 北海道警察本部生活安全部人身安全対策課 札幌市中央区北２条西７丁目

1066 北海道警察本部生活安全部少年課 札幌市中央区北２条西７丁目

1067 北海道警察本部総務部総務課 札幌市中央区北２条西７丁目

1068 北海道警察本部総務部広報課 札幌市中央区北２条西７丁目

1069 北海道警察本部総務部装備課 札幌市中央区北２条西７丁目

1070 北海道警察本部総務部留置管理課 札幌市中央区北２条西７丁目

1071 北海道警察本部地域部地域企画課 札幌市中央区北２条西７丁目

1072 株式会社北海道建設新聞社 札幌市中央区北４条西１９丁目１

1073 北海道公安調査局 札幌市中央区大通西１２丁目札幌第３合同庁舎内

1074 北海道厚生農業協同組合連合会 札幌市中央区北４条西１丁目１番地

1075 北海道互光株式会社 札幌市中央区北１条西７丁目１番プレスト１・７

1076 北海道コンクリート工業株式会社 札幌市中央区北２条西２丁目４０番地



1077 北海道札幌道税事務所 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館２階

1078 北海道ジェイ・アール都市開発株式会社札幌統括支店 札幌市中央区北５条西６丁目１番地　ノルテ５・６ビル４階

1079 北海道消防機材株式会社 札幌市中央区北５条西２０丁目２番３号

1080 北海道女子学生会館 札幌市中央区北21条西15丁目1－16

1081 株式会社北海道新聞社 札幌市中央区大通西３丁目６番地

1082 北海道信用金庫 札幌市中央区南２条西３丁目１５番地１

1083 北海道信用農業協同組合連合会 札幌市中央区北４条西１丁目１番地

1084 北海道信用保証協会 札幌市中央区大通西１４丁目１番地

1085 北海道総合通信網株式会社 札幌市中央区北１条東２丁目５番３

1086 北海道総合通信網株式会社札幌ネットワークセンター 札幌市中央区大通東４丁目１番１

1087 北海道タツヲ電気株式会社 札幌市中央区北２条東１０丁目１５番地

1088 北海道建物株式会社 札幌市中央区南３条西６丁目３番地２

1089 株式会社北海道畜産公社 札幌市中央区北４条西１丁目１

1090 株式会社北海道通信社 札幌市中央区北５条西６丁目１番23

1091 北海道テレビ放送株式会社 札幌市中央区北１条西１丁目６番地

1092 北海道電力ＮＷ㈱札幌支店配電部配電工事Ｇ 札幌市中央区大通東４丁目１番地

1093 北海道電力株式会社電化ソリューションセンター 札幌市中央区大通東１丁目２番地

1094 北海道電力株式会社道央支社 札幌市中央区東１丁目２番地

1095 北海道電力株式会社本店 札幌市中央区大通東１丁目２番地

1096 北海道電力ネットワーク株式会社基幹系工事センター 札幌市中央区北６条西１４丁目４－３

1097 北海道電力ネットワーク株式会社札幌支店 札幌市中央区大通東１丁目２番地

1098 北海道土地改良事業団体連合会 札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３

1099 北海道トラック交通共済協同組合 札幌市中央区南９条西１丁目１３番地４

1100 北海道日興通信株式会社 札幌市中央区大通東７丁目１２番地３３

1101 北海道日産自動車株式会社中央店 札幌市中央区北３条東４丁目５番地１

1102 北海道日産自動車株式会社西店 札幌市中央区北５条西２０丁目１番１号

1103 株式会社北海道ニッタンサービスセンター 札幌市中央区大通東6丁目12番地７

1104 株式会社北海道農業建設コンサルタント 札幌市中央区北５条西６丁目北海道農地開発センター内

1105 株式会社北海道日立システムズ 札幌市中央区大通西３丁目１１番地北洋ビル９階

1106 北海道ビルサービス株式会社 札幌市中央区大通西３丁目７番地

1107 株式会社北海道ビル代行 札幌市中央区北１条西７丁目３番地北１条第一生命ビル２階

1108 北海道ファミリー株式会社 札幌市中央区南２条西７丁目１番地

1109 北海道不二サッシ株式会社 札幌市中央区南１条西12丁目４－89

1110 北海道富士電機株式会社 札幌市中央区大通東７丁目１２番９

1111 北海道文化放送株式会社 札幌市中央区北１条西１４丁目１－５

1112 北海道防衛局 札幌市中央区大通西１２丁目札幌第３合同庁舎

1113 北海道放送株式会社 札幌市中央区北１条西５丁目２番地

1114 北海道マツダ販売株式会社 札幌市中央区北２条東１丁目１番地

1115 北海道有機株式会社 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

1116 北海道リース株式会社 札幌市中央区南１条西１０丁目３

1117 北海道旅客鉄道株式会社 札幌市中央区北１１条西１５丁目１番１号

1118 北海道旅客鉄道株式会社札幌新幹線工事事務所 札幌市中央区北１２条西１７丁目１番６号

1119 北海道労働金庫コンサルティングプラザ 札幌市中央区北1条西5丁目

1120 北海道労金ビジネスサービス株式会社 札幌市中央区北４条東２丁目７番地６

1121 北海道労働金庫本店営業部 札幌市中央区北１条西５丁目３番地１０

1122 北海道労働金庫ローンプラザ 札幌市中央区北１条西５丁目本店営業部内

1123 ポッカサッポロ北海道株式会社 札幌市中央区北１条東４丁目8－1

1124 北関電気工事株式会社 札幌市中央区北６条西１７丁目１７番地６

1125 株式会社ホッコウ 札幌市中央区北４条西１５丁目１番１８号



1126 北光管理サービス株式会社 札幌市中央区南1条西7丁目12番地

1127 北弘機工株式会社 札幌市中央区北６条西１４丁目４番地

1128 北興コンクリート工業株式会社 札幌市中央区南３条西１３丁目３２０番地

1129 株式会社ホットハウス 札幌市中央区南8条4丁目422番地5号グランドパークビル3階

1130 HOYATechnosurgical株式会社札幌営業所 札幌市中央区北7条西13丁目9-1　塚本ビル7階

1131 本願寺札幌別院 札幌市中央区北３条西１９丁目２－１

1132 本田技研工業株式会社サービス技術センター北海道 札幌市中央区北１条西７－１ホンダ札幌ビル３階

1133 本田技研工業株式会社北海道事業推進課 札幌市中央区北1条西7－1

1134 株式会社ホンダ四輪販売北海道 札幌市中央区北１条西７丁目１番地

1135 株式会社マイナビ北海道支社 札幌市中央区北２条西３丁目１－２０札幌フコク生命越山ビル９Ｆ

1136 マイホームサーチ株式会社 札幌市中央区南4条西15丁目3番5号

1137 株式会社前澤エンジニアリングサービス北海道営業所 札幌市中央区南２条西６丁目17番地

1138 前澤工業株式会社北海道支店 札幌市中央区南２条西６丁目１７番地

1139 前田建設工業㈱北海道支店 札幌市中央区大通西７丁目１番地１

1140 前田道路株式会社北海道支店 札幌市中央区大通西１０丁目４－１６ダンロップＳＫビル５Ｆ

1141 株式会社マック 札幌市中央区大通東２丁目３番地

1142 マックス株式会社札幌支店 札幌市中央区大通東６丁目１２－８

1143 株式会社松村組札幌支店 札幌市中央区大通東２丁目３番地

1144 マニュライフファイナンシャルアドバイザーズ㈱ 札幌市中央区北2条西1丁目－1　マルイト札幌ビル5階

1145 株式会社マネッジパートナー 札幌市中央区南４条西１丁目１番地２

1146 丸金佐藤水産株式会社 札幌市中央区南３条東２丁目８番地

1147 株式会社マルキンサトー 札幌市中央区南３条東３丁目１８番地

1148 丸三商事株式会社 札幌市中央区南１条西１２丁目３２２番地

1149 株式会社丸升増田本店 札幌市中央区北7条西15丁目28番地11

1150 株式会社丸真北斗興業 札幌市中央区北１条西１７丁目１番地５４

1151 株式会社丸惣創建 札幌市中央区北２条西13丁目１番地１　Ｋ２ビル

1152 株式会社丸惣佐藤組 札幌市中央区北１５条西１５丁目

1153 丸大大金畜産株式会社 札幌市中央区北４条西１１丁目３番地

1154 丸茶株式会社北海道営業所 札幌市中央区南１条西１０丁目４番

1155 マルハニチロ株式会社北海道支社 札幌市中央区北３条西７丁目１番地北海道第一水産ビル6階

1156 丸藤シートパイル株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西１丁目１－１１サンメモリア

1157 丸紅建材リース株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条西６丁目15－１

1158 株式会社マルベリー 札幌市中央区北6条西16丁目1-5

1159 マルホ株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１日本生命札幌ビル

1160 丸美屋食品工業株式会社札幌支店 札幌市中央区南3条西10丁目1002-4南三条ｽｸｴｱﾋﾞﾙ

1161 円山ハーティケアセンター 札幌市中央区北１条西１９丁目１番地２ファミール第２大通１Ｆ

1162 丸和バイオケミカル㈱札幌営業所 札幌市中央区北一条西4-1-2　J＆Sりそなビル

1163 株式会社マンション管理サービス 札幌市中央区南３条西６丁目３番地２

1164 三浦印刷株式会社 札幌市中央区南９条西６丁目４２１番地７

1165 ミサワホーム北海道株式会社札幌西支店 札幌市中央区北５条西１５丁目２番地２

1166 株式会社みずほ銀行札幌支店 札幌市中央区北３条西３丁目１－４４

1167 株式会社みずほ銀行札幌法人部 札幌市中央区北3条西3丁目1－44

1168 みずほ証券株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西３丁目１－４４ヒューリック札幌ビル４階

1169 みずほ信託銀行株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西３－１－４４

1170 株式会社三田商店札幌支店 札幌市中央区南１条西９丁目１

1171 株式会社みちのく銀行札幌支店 札幌市中央区南２条西６丁目６番地

1172 三井住友海上あいおい生命保険株式会社北海道LC支社 札幌市中央区北３条西２丁目６札幌ＭＴビル２階

1173 三井住友海上あいおい生命保険株式会社北海道営業部 札幌市中央区北3条西2丁目6番札幌ＭＴビル

1174 三井住友海上火災保険株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西２丁目６札幌ＭＴビル５Ｆ



1175 三井住友海上火災保険株式会社北海道自動車営業部 札幌市中央区北３条西２－６　札幌ＭＴビル８階

1176 三井住友海上火災保険株式会社北海道損害サポート部 札幌市中央区北３条西２丁目札幌ＭＴビル

1177 株式会社三井住友銀行　札幌法人営業部 札幌市中央区北１条西４丁目２－２

1178 株式会社三井住友銀行札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目２番地２

1179 三井住友建設株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条西３丁目３番地

1180 三井住友信託銀行株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

1181 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 札幌市中央区北２条西２丁目１５番地

1182 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 札幌市中央区北１条西４丁目２－２

1183 三井不動産リアルティ札幌株式会社 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

1184 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 札幌市中央区北２条西４丁目１札幌三井JPビルディング１７F

1185 株式会社Mizkan北海道支店 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５福山南三条ビル５F

1186 三菱ＨＣキャピタルオートリース株式会社北海道支店 札幌市中央区北２条西４丁目1番地

1187 三菱ＨＣビジネスリース株式会社 札幌市中央区北2条西4丁目1

1188 三菱地所コミュニティ株式会社札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目２番地12

1189 三菱電機ＩＴソリューションズ株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西６丁目１番地　毎日札幌会館６F

1190 三菱電機株式会社北海道支社 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

1191 三菱電機クレジット株式会社北海道支店 札幌市中央区北４条西５丁目１番地

1192 三菱電機ビルソリューションズ株式会社北海道支社 札幌市中央区北３条西４丁目１ー１日本生命札幌ビル

1193 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部北海道支社 札幌市中央区北２条東１２丁目９８番地

1194 三菱マテリアル(株)PCoE環境保全センター森林管理室 札幌市中央区北１条西13丁目４ＦＷＤ札幌ビルＢ１Ｆ

1195 三菱UFJ信託銀行株式会社札幌支店 札幌市中央区北４条西４丁目１番地

1196 株式会社三菱ＵＦＪ銀行札幌支店 札幌市中央区大通西３丁目６番地道新ビル

1197 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西３丁目６番地

1198 ミナリスメディカル株式会社 札幌市中央区大通西７－１井門札幌パークフロントビル７Ｆ

1199 みのり監査法人北海道オフィス 札幌市中央区北4条西1丁目北農ビル11階

1200 株式会社宮田自動車商会 札幌市中央区北１条東１１丁目２２番地

1201 ミヤリサン製薬株式会社 札幌市中央区大通西４丁目６番地１札幌大通西４ビル５階

1202 株式会社三好商会 札幌市中央区大通西１８丁目１番地

1203 ㈱ミルボン札幌営業所 札幌市中央区大通西３－４明治安田生命札幌大通りビル４Ｆ

1204 ㈱ミロク情報サービスソリューション北海道支社 札幌市中央区北3条西2－12　STV北3条ﾋﾞﾙ8階

1205 株式会社ミロク情報サービス札幌支社 札幌市中央区北３条西２丁目１２

1206 美和ロック株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西１８丁目１－３５

1207 株式会社ムトウ札幌中央支店 札幌市中央区北３条西２１丁目１番２３号

1208 株式会社ムトウテクノス 札幌市中央区北２条西１７丁目１番地２

1209 株式会社ムラオカ食品 札幌市中央区南８条西１丁目１３番地８０

1210 株式会社ムラカミ 札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３６号

1211 株式会社むらずみ経営 札幌市中央区北１条西13丁目４番地

1212 株式会社明光商会北海道支店 札幌市中央区南７条西１－１３

1213 明治アニマルヘルス株式会社札幌支店 札幌市中央区北４条東１丁目２－３札幌フコク生命ビル６階

1214 株式会社明治北日本支社 札幌市中央区北３条西１１丁目２番地３

1215 明治コンサルタント株式会社 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地

1216 MeijiSeika ファルマ株式会社医薬北海道支店 札幌市中央区北４条東１丁目２番地３号札幌フコク生命ビル６階

1217 明治安田生命保険相互会社北海道公法人営業推進部 札幌市中央区北５条西６丁目２番地

1218 名鉄観光サービス株式会社札幌支店 札幌市中央区北３条西１丁目１－１札幌ブリックキューブ６階

1219 メットライフ生命保険株式会社札幌支社 札幌市中央区大通西４丁目１番７新大通ビル６階

1220 株式会社メディソフト 札幌市中央区北３条西１４丁目１番地５

1221 メディパルフーズ株式会社本社 札幌市中央区北１０条西１７丁目１番４号

1222 メドトロニックソファモアダネック（株）札幌営業所 札幌市中央区大通西６丁目２－６　大樹生命札幌大通ビル7階

1223 持田製薬株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西１－１マルイト札幌ビル２Ｆ



1224 株式会社守谷商会北海道支店 札幌市中央区北１条西４丁目１番地２

1225 森永エンジニアリング株式会社札幌営業所 札幌市中央区南１条東１丁目３パークイースト札幌４Ｆ

1226 森永製菓㈱北海道支店 札幌市中央区北１条西２丁目１番地　札幌時計台ビル

1227 森永乳業北海道株式会社 札幌市中央区南１条西11丁目１番地

1228 株式会社モロオ札幌支店 札幌市中央区北３条西１５丁目１番地５０

1229 株式会社モロオ札幌業務推進センター 札幌市中央区北１０条西１７丁目３６番

1230 ヤブシタホールディングス㈱ 札幌市中央区北1条西9丁目3－1　南大通ビルN1　3階

1231 株式会社山﨑火薬銃砲店 札幌市中央区南１条西１２丁目

1232 山﨑建設工業株式会社 札幌市中央区南１条西１９丁目２９１番地

1233 ヤマサ醤油株式会社札幌支店 札幌市中央区大通西１９丁目１番地

1234 株式会社山善札幌支店 札幌市中央区北２条東１４丁目２６３番１号

1235 株式会社山田組 札幌市中央区大通西１４丁目１番地

1236 ㈱ヤマダデンキTecc LIFE SELECT札幌支店 札幌市中央区北1条西8丁目1番2号

1237 ヤマトシステム開発株式会社札幌営業所 札幌市中央区北３条西３丁目１－５井門札幌北三条ビル３階

1238 ヤマト・スタッフ・サプライ㈱ 札幌市中央区北13条西18丁目1－8

1239 ヤマハ発動機販売株式会社 札幌市中央区北１条東７丁目１０－３５

1240 株式会社ヤマヒサ札幌支店 札幌市中央区北１条東１２丁目２２－７１

1241 株式会社湯浅札幌店 札幌市中央区北５条西１１丁目

1242 株式会社URコミュニティ北海道住まいセンター 札幌市中央区北３条西３丁目１番地札幌北三条ビル２階

1243 株式会社ＵＳＥＮ 札幌市中央区北２条東４丁目１番地２サッポロファクトリー３条館

1244 株式会社ゆうちょ銀行札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目３番地

1245 株式会社ゆうちょ銀行道央パートナーセンター 札幌市中央区北２条西４丁目３番地日本郵政札幌ビル７階

1246 株式会社ゆうちょ銀行北海道エリア本部 札幌市中央区北2条西4丁目3番地

1247 UTエイム株式会社 中央区大通西12丁目あいおいニセイ同和損保札幌大通ビル6階

1248 豊トラスティ証券株式会社札幌支店 札幌市中央区南1条西10丁目6　タイムスビル7階

1249 株式会社ユニバーサルエンターテインメント北海道営業所 札幌市中央区南３条西６丁目３番地２南３条グランドビル５階

1250 株式会社夢真札幌営業所 札幌市中央区北１条西２丁目９ｵｰｸ札幌ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階

1251 株式会社横河ブリッジ札幌営業所 札幌市中央区北１条西４丁目２－２

1252 横浜ゴムＭＢジャパン株式会社北海道カンパニー 札幌市中央区大通東７丁目１２番地２８

1253 株式会社ヨコビ 札幌市中央区北２条東２０丁目６番１６

1254 吉富薬品株式会社 札幌市中央区大通西７丁目３－１エムズ大通ビル８Ｆ

1255 吉野石膏株式会社札幌支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地札幌三井ＪＰビルディング

1256 株式会社吉山塗料店 札幌市中央区大通東８丁目１番地

1257 ㈱淀川製鋼所北海道ブロック札幌営業所 札幌市中央区北1条西9丁目3－1

1258 株式会社米原仏具店 札幌市中央区南４条西２丁目２

1259 ライオン株式会社札幌オフィス 札幌市中央区北１条西７丁目１番１号CARP札幌ビル3階

1260 ライオンハイジーン株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条西７丁目１－１CARP札幌ビル３階

1261 ライト工業株式会社北海道統括支店 札幌市中央区北６条西１８丁目１ー７

1262 株式会社ラックランド札幌営業所 札幌市中央区北２条東１１丁目２３番地

1263 ラディックス株式会社札幌営業所 札幌市中央区北2条西１－１マルイト札幌ビル８Ｆ

1264 ランスタッド株式会社札幌支店 札幌市中央区北４条西４－１－３　伊藤ビル５階

1265 ランド・スペース・ワークス株式会社 札幌市中央区北1条西18丁目1番地

1266 株式会社LIXILトータルサービス北海道支店 札幌市中央区北2条東11丁目82-11

1267 株式会社LIXILビル札幌支店 札幌市中央区北２条東４丁目１－２

1268 株式会社リクルートカーセンサー 札幌市中央区北４条西５丁目アスティ４５－１４階

1269 理研ビタミン株式会社札幌支店 札幌市中央区南１条東２丁目１１－４

1270 リコージャパン㈱札幌南西事業所 札幌市中央区北３条西３丁目１番25号メットライフ札幌北三条ビル２階

1271 リコーリース株式会社北海道支社 札幌市中央区北２条西１－１　マルイト札幌ビル８階

1272 理想科学工業株式会社札幌事業所 札幌市中央区北３条西３丁目１番25号



1273 株式会社りそな銀行札幌支店 札幌市中央区北１条西４丁目１番地２

1274 株式会社　リブドゥコーポレーション 札幌市中央区北1条西13丁目4ＦＷＤ札幌ビル4階

1275 菱電エレベータ施設株式会社北海道支店 札幌市中央区北２条西３丁目１番地敷島ビル３Ｆ

1276 リンナイ株式会社北海道支店 札幌市中央区南７条東１丁目１－１

1277 株式会社ルフト・メディカルケア札幌支店 札幌市中央区北４条西４丁目１番地　伊藤・加藤ビル６Ｆ

1278 ㈱レオパレス２１レオパレスセンター札幌店 札幌市中央区北4条西2丁目1－18邦洋札幌Ｎ4・2ビル3階

1279 株式会社レオパレス２１札幌支店 札幌市中央区南１条東１丁目３パークイースト札幌２F

1280 レッドブル・ジャパン株式会社 札幌市中央区南１条東１丁目３パークイースト札幌１階

1281 株式会社レンタコム北海道 札幌市中央区南１条東７丁目２番地４

1282 ロードセキュリティー株式会社 札幌市中央区北２条東12丁目98番地12

1283 ロート製薬株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西6－2－6大樹生命札幌大通ビル9F

1284 ローレルバンクマシン㈱北海道支店 札幌市中央区南１条西７丁目１６－２　岩倉ビル２Ｆ

1285 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 札幌市中央区北４条東１－２－３　札幌フコク生命ビル７Ｆ

1286 株式会社ワイ・エヌフジサービス 札幌市中央区南１条西１２丁目４－１８２札幌ASビル３F

1287 ＹＫＫ ＡＰ株式会社北海道支社 札幌市中央区北３条東４丁目１－１０

1288 わかもと製薬株式会社札幌支店 札幌市中央区北3条西3丁目1　札幌北三条ビル9階

1289 株式会社わしづ 札幌市中央区南６条東３丁目３番地２

1290 ワタショウ株式会社 札幌市中央区南４条東４丁目１番地

1291 ワタショウ株式会社物流センター 札幌市中央区南３条東５丁目１番地

1292 渡辺食品機械株式会社 札幌市中央区南１条東４丁目５番地

1293 渡辺パイプ株式会社北海道支店 札幌市中央区北１条東１３丁目

1294 稚内信用金庫札幌支店 札幌市中央区北１条西７丁目プレスト１・７ビル１Ｆ


