
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アーク　丘珠物流倉庫 札幌市東区丘珠町712番80号

2 アークジョイン㈱札幌支店 札幌市東区伏古8条2丁目3番18号

3 ㈱アーバンプランニング 札幌市東区北36条東20丁目1－3

4 株式会社アール・フォース 札幌市東区北４８条東８丁目１番１０号

5 I・C・Cインターナショナル株式会社 札幌市東区北３４条東２５丁目１番２８号

6 株式会社アイ・ディー・エフ札幌支店 札幌市東区北20条東２丁目１－23

7 有限会社アイエスアイ 札幌市東区北18条東4丁目4番28号

8 株式会社IMC 札幌市東区北７条東３丁目２８－３２井門札幌東ビル８階

9 會澤高圧コンクリート株式会社札幌支社 札幌市東区苗穂町12丁目1－1

10 株式会社アイビック 札幌市東区北１０条東１丁目１－１１

11 アイビック食品株式会社 札幌市東区苗穂町13丁目1－15

12 アイホン株式会社札幌支店 札幌市東区北４８条東１７丁目３番１５号

13 株式会社愛木工業 札幌市東区北26条東15丁目1－35

14 青柳株式会社 札幌市東区北１９条東２２丁目５番２５号

15 ㈱アカギ札幌営業所 札幌市東区北18条東21丁目4－16

16 株式会社アクティブメディカル札幌支店 札幌市東区北１７条東１丁目６番２１号

17 浅川通信株式会社 札幌市東区苗穂町１３丁目１番２３号

18 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング北海道支社 札幌市東区北18条東17丁目1-6

19 朝日航洋株式会社札幌航空支社 札幌市東区丘珠町丘珠空港内

20 旭トステム外装株式会社北海道支店 札幌市東区北８条東１０丁目１－３０

21 アズビル金門エンジニアリング株式会社北海道支社 札幌市東区東苗穂３条３丁目２番７８号

22 アズビル金門株式会社北海道支店 札幌市東区東苗穂３条３丁目２番７８号

23 東冷機工業株式会社 札幌市東区東苗穂３条３丁目１番４８号

24 アスワン北海道株式会社 札幌市東区苗穂町１４丁目２番１８号

25 アトムメディカル株式会社札幌営業所 札幌市東区北8条東3丁目1-1宮村ビル1F

26 株式会社アペックス北海道支社札幌営業所 札幌市東区東苗穂５条１丁目１３－１７

27 アポロ販売株式会社 札幌市東区北４６条東３丁目１－１９

28 天野工業株式会社 札幌市東区東苗穂７条３丁目４番７号

29 ㈱アマノ札幌営業所 札幌市東区伏古9条2丁目1番14号

30 株式会社アムコーポレーション 札幌市東区北１３条東１丁目1番7号

31 株式会社アムコ札幌支店 札幌市東区北１０条東４丁目２番２５号

32 あゆみ第二幼稚園 札幌市東区伏古９条３丁目２番１９号

33 荒田通信株式会社 札幌市東区北１７条東１８丁目４番１３号

34 株式会社あらた北海道支社 札幌市東区北6条東4丁目1-7deAUNEさっぽろビル12

35 アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社北海道事業所 札幌市東区東雁来６条２丁目３番６０号

36 株式会社有馬鋪道 札幌市東区中沼西1条1丁目13－11

37 アルコニックス・三高株式会社札幌支店 札幌市東区北１９条東２２丁目５－１４

38 アルテック株式会社 札幌市東区北１９条東２１丁目２番２０号

39 株式会社アルト札幌本部 札幌市東区東苗穂１条２丁目４－３０

40 アルファ電建株式会社 札幌市東区北４４条東１３丁目２番５号

41 アルフレッサヘルスケア株式会社札幌支店 札幌市東区北３０条東１２丁目４－９クリーンビル北３０条２Ｆ

42 株式会社アルメックスマーケティングセールス本部北海道支社 札幌市東区北27条東16－１－31
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43 アンカー建設株式会社 札幌市東区伏古９条２丁目６－２４

44 安藤設備工業株式会社 札幌市東区伏古８条２丁目４番１０号

45 株式会社イー・ナック 札幌市東区北37条東７丁目２番11号ＮＡＣビル

46 株式会社イーエス総合研究所 札幌市東区中沼西５条１丁目８番１号

47 株式会社池田熱処理工業 札幌市東区東雁来3条1丁目1-27

48 イコマ北海道株式会社 札幌市東区北２６条東２１丁目３番１号

49 株式会社市川造園 札幌市東区伏古１４条３丁目１３番１０号

50 株式会社石塚工務店 札幌市東区北34条東9丁目1-1KFCビル

51 株式会社石橋産業 札幌市東区北１１条東１１丁目６－１

52 株式会社イズマサ札幌支店 札幌市東区北２３条東３丁目４－１

53 いち建舗装工業株式会社 札幌市東区東苗穂１４条４丁目３番２２号

54 一般財団法人札幌市環境事業公社中沼資源選別センター 札幌市東区中沼町４５－２４

55 一般財団法人さっぽろ水道サービス協会 札幌市東区東苗穂２条３丁目２番２３号

56 一般財団法人北海道交通安全協会 札幌市東区北１６条東１丁目３番１５号

57 一般社団法人札幌地方自動車整備振興会 札幌市東区北２４条東１丁目１番１２号

58 一般社団法人日本健康倶楽部北海道支部 札幌市東区北14条東12丁目1番3号

59 一般社団法人日本自動車販売協会連合会札幌支部 札幌市東区北２８条東１丁目２番３号札幌自動車会館

60 株式会社伊藤塗工部 札幌市東区北１０条東１２丁目３－８

61 井原塗装株式会社 札幌市東区北４５条東１９－２－１２

62 医療法人社団豊生会東苗穂訪問看護ステーション 札幌市東区東苗穂９条３丁目１番33号

63 医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管クリニック 札幌市東区北４９条東１６丁目８番１号

64 医療法人社団英仁会札苗病院 札幌市東区東苗穂７条２丁目８番20号

65 医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番１５号

66 医療法人社団豊生会介護老人保健施設ひまわり 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番１８号

67 医療法人社団豊生会デイサービスセンターパワフルひまわり 札幌市東区北14条東４丁目１－23

68 医療法人社団豊生会東苗穂にじいろ歯科クリニック 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番１２号

69 医療法人社団豊生会ヘルパーステーション虹 札幌市東区東苗穂３条１丁目１１番１６

70 医療法人社団豊生会豊生会元町総合クリニック 札幌市東区北２５条東２０丁目７番１号

71 医療法人社団立靖会ラビット歯科札幌訪問事務所 札幌市東区北24条東１丁目３－２樋口ビル２Ｆ

72 医療法人新産健会LSI札幌クリニック 札幌市東区北13条東１丁目２番50号

73 医療法人新産健会ひがし在宅クリニック 札幌市東区北２６条東６丁目１－２

74 医療法人セレスさっぽろ神経内科病院 札幌市東区北２１条東２１丁目２番１号

75 医療法人徳洲会介護老人保健施設徳洲苑なえぼ 札幌市東区北７条東１８丁目１０５番２３

76 医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 札幌市東区北３３条東１４丁目３番１号

77 医療法人社団豊生会在宅リハビリテーション 札幌市東区東苗穂９条３丁目１－３３

78 医療法人社団豊生会デイサービスセンターきらら伏古 札幌市東区伏古９条２丁目６－１

79 医療法人社団豊生会東苗穂病院 札幌市東区東苗穂３条１丁目２－１８

80 医療法人北海道家庭医療学センター栄町ファミリークリニック 札幌市東区北４１条東１５丁目１番１８号

81 岩崎通信機株式会社北海道支店 札幌市東区北８条東３丁目１－１　宮村ビル２Ｆ

82 岩田住宅商事株式会社 札幌市東区北６条東２０丁目１－２

83 イワフジ工業株式会社札幌支店 札幌市東区北８条東３丁目１－１

84 株式会社インシュレーション札幌第一支店 札幌市東区丘珠町６５０番地

85 株式会社インストアマーケティング北海道ブロック 札幌市東区北６条東３丁目１番地

86 ㈱ウェッズ札幌営業所 札幌市東区東雁来7条2丁目2番24号



87 ウォータースタンド株式会社札幌営業所 札幌市東区北７条東９丁目２－20アリオ札幌１Ｆ

88 株式会社内山 札幌市東区北２２条東８丁目２番１１号

89 ウチヤマコーポレーション株式会社札幌営業所 札幌市東区北21条東20丁目3-17

90 株式会社梅内工業 札幌市東区本町１条２丁目１－８

91 株式会社梅川医科器械店 札幌市東区北９条東２丁目3番25号

92 エア・ウォーター北海道㈱道央エネルギー支社道央西ブロック東サービスセンター 札幌市東区北２１条東６丁目１番８号

93 エア・ウォーター・テクノソリューションズ株式会社 札幌市東区北丘珠３条３丁目２番１６号

94 エア・ウォーター・ライフサポート㈱札幌医療営業所 札幌市東区北8条東8丁目4番1号

95 エイジフレンドリー株式会社 札幌市東区北7条東13丁目2－14

96 株式会社永豊工業 札幌市東区伏古8条2丁目6番21号

97 有限会社栄邦建設 札幌市東区本町２条８丁目１－３６

98 エーシーエルム工業株式会社 札幌市東区北40条東６丁目１－７

99 エーシーテクノサンヨー株式会社札幌営業所 札幌市東区北34条東19丁目2-21-2

100 株式会社エクシード 札幌市東区伏古７条５丁目４番15号

101 株式会社エコテック 札幌市東区北37条東15丁目１番１号

102 有限会社エス・アイ・エフ東営業所 札幌市東区北丘珠１条３丁目654番地32

103 エスケー化研株式会社札幌支店 札幌市東区本町２条１０丁目２－３９

104 株式会社エスケー建設工業 札幌市東区北25条東22丁目１－34

105 株式会社エスケーテック 札幌市東区北25条東22丁目１－34

106 エスフーズ北海道株式会社札幌支店 札幌市東区苗穂町12丁目２－17

107 エナジーシステムサービスジャパン株式会社札幌出張所 札幌市東区北８条東３丁目１－１

108 有限会社エナシステム 札幌市東区丘珠町３０９番地

109 エヌ・エス・エンジニアリング株式会社 札幌市東区北２２条東１３丁目３－８

110 株式会社エヌエス・テクノ 札幌市東区北37条東21丁目1番36号

111 NX機工㈱札幌支店 札幌市東区北３０条東１丁目１番４０号

112 株式会社NTECサービス 札幌市東区北２５条東１６丁目１－３渡部ビル２階

113 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社 札幌市東区東苗穂４条２丁目１－５８

114 株式会社蛯名電機工業 札幌市東区東苗穂3条1丁目2－89

115 株式会社ＦＰコーポレーション 札幌市東区北42条東15丁目1番1号

116 株式会社エム・アイ・システム 札幌市東区本町１条１丁目１番２１号

117 エムイーシー丸和株式会社 札幌市東区北１７条東１７丁目２番１１号

118 株式会社エムズ・コジマ 札幌市東区北２７条東１０丁目１番１８号

119 有限会社エムズグループ 札幌市東区北２５条東１５丁目１５番地１

120 ヱル電株式会社 札幌市東区北３３条東１８丁目３番１５号

121 株式会社エンパイア-特殊クリーニング事業部東苗穂工場 札幌市東区東苗穂３条３丁目１番94号

122 株式会社エンパイア－ホームヘルスケア事業部 札幌市東区東苗穂５条２丁目７番14号

123 エンパイヤ自動車株式会社札幌営業所 札幌市東区北11条東16丁目1番28号

124 オイシックス・ラ・大地株式会社ＯＲＤ札幌ステーション 札幌市東区苗穂町１１－３－３６

125 有限会社おいらーくエルパサ 札幌市東区東苗穂9条3丁目1－40

126 株式会社オオイ工務店 札幌市東区北14条東14丁目２番８号

127 株式会社大倉産業 札幌市東区東雁来６条７丁目２３

128 株式会社大蔵商事 札幌市東区伏古２条５丁目３番６号

129 有限会社大瀧工業 札幌市東区北丘珠２条４丁目１番20号

130 株式会社オータケ札幌支店 札幌市東区北３４条東２２丁目１－３０



131 有限会社大谷興業 札幌市東区北27条東22丁目3番18号

132 株式会社オーテック管工機材事業部札幌支店 札幌市東区北23条東21丁目１－５

133 ㈱オートコミュニケーションズ札幌支店 札幌市東区北44条東1丁目1番21号

134 大富工業株式会社 札幌市東区東苗穂５条１丁目６番３６号

135 大富工業株式会社中沼プラスチック選別センター 札幌市東区中沼町４５番地１１号

136 岡谷マート㈱北海道営業所 札幌市東区東雁来7条2丁目2番27号

137 オデッサ・テクノス株式会社　札幌工場 札幌市東区北丘珠１条３丁目６５４

138 株式会社鬼木製作所 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番22号

139 おもだか興業株式会社 札幌市東区東苗穂１１条２丁目８－１０

140 オルガノ㈱北海道支店 札幌市東区北７条東５丁目８番３７号

141 株式会社カードック札幌 札幌市東区北３０条東１丁目１番２３号

142 カイゲンファーマ株式会社札幌営業所 札幌市東区北２４条東３丁目３－７

143 介護老人保健施設おおぞら 札幌市東区丘珠町１６７番地１０

144 介護老人保健施設さっぽろ東ナーシング 札幌市東区丘珠町２９１番地

145 株式会社角七窯業 札幌市東区伏古１３条４丁目１０番２６号

146 株式会社カクダイ札幌営業所 札幌市東区北２３条東１２丁目３番１７号

147 ガスト札幌元町店 札幌市東区北24条東18丁目1－25

148 学校法人大関学園北栄幼稚園 札幌市東区北３１条東９丁目１－６

149 学校法人大畑育英学園認定こども園札幌愛珠 札幌市東区北３８条東９丁目１番３８号

150 学校法人後藤学園あゆみ幼稚園 札幌市東区伏古７条５丁目５番５号

151 学校法人札幌大蔵学園札幌幼稚園 札幌市東区北２４条東１８丁目４－３７

152 学校法人札幌大谷学園 札幌市東区北１６条東９丁目１番１号

153 学校法人札幌光星学園 札幌市東区北１３条東９丁目１番１号

154 学校法人札幌北斗学園 札幌市東区北１５条東２丁目１番１０号

155 学校法人札幌塩原学園栄光幼稚園 札幌市東区北４４条東２丁目１番２０号

156 学校法人清水学園札幌あかしや幼稚園 札幌市東区北４４条東１２丁目２番１号

157 学校法人ふしこ学園ふしこ幼稚園 札幌市東区本町１条５丁目１番地

158 株式会社カナモト札幌営業所 札幌市東区北丘珠３条３丁目１番８０号

159 株式会社カネショウ古谷商行 札幌市東区北３１条東１０丁目３番２号

160 カネジン食品株式会社 札幌市東区北２８条東８丁目２番２６号

161 株式会社カネマツ札幌オフィス 札幌市東区北23条東15丁目５番27号

162 金丸富貴堂株式会社札幌支店 札幌市東区北９条東１丁目４０－５３

163 株式会社兼守 札幌市東区伏古11条2丁目10番15号

164 株式会社KAFCO 札幌市東区丘珠町６３　丘珠空港内

165 株式会社川島織物セルコン 札幌市東区北８条東１０丁目１－１

166 環境開発工業株式会社 札幌市東区東雁来３条１丁目２番１０号

167 神原商事株式会社 札幌市東区本町１条１０丁目４－１０

168 株式会社かんぽ生命保険札幌支店丘珠郵便局 札幌市東区丘珠町90番地７

169 キーコーヒー株式会社北海道支社 札幌市東区北１８条東１丁目１番１８号

170 株式会社キース 札幌市東区東苗穂６条３丁目１番６号

171 機械開発北旺株式会社 札幌市東区苗穂町１０丁目１番１５号

172 基礎探査工業株式会社 札幌市東区東苗穂９条１丁目２番１号

173 キタイチホールディングス株式会社 札幌市東区伏古９条３丁目２－20

174 北一ミート株式会社 札幌市東区東雁来６条２丁目２－２５



175 きたえる～む札幌光星 札幌市東区北11条東10丁目1-19

176 北ガスサービス株式会社カスタマーセンター札幌検針北 札幌市東区北７条東６丁目18-21

177 北ガスサービス株式会社プロパン収納事務所 札幌市東区伏古８条２丁目７－１

178 北ガスジェネックス株式会社 札幌市東区伏古８条２丁目７番１号

179 北ガスフレアスト北株式会社 札幌市東区北７条東６丁目１８－２１

180 株式会社北川 札幌市東区北２０条東１６丁目５－２９

181 北国緑化株式会社 札幌市東区北37条東16番3番18号

182 北札幌電設株式会社 札幌市東区北２３条東１丁目１２番７号

183 北日本産商株式会社札幌営業所 札幌市東区東雁来４条１丁目１番４０号

184 株式会社北日本整備 札幌市東区北２１条東１丁目

185 北日本石油株式会社札幌支店 札幌市東区北４７条東１３丁目３番１０号

186 株式会社北原産業札幌支店 札幌市東区北35条東５丁目２－12

187 ㈱木の城たいせつ札幌支社 札幌市東区北48条東19丁目2番5号

188 株式会社キムラ 札幌市東区北６条東４丁目１番７号

189 株式会社キムラ工業 札幌市東区北２０条東６丁目１番１０号

190 キヤノンメディカルシステムズ株式会社北海道支社 札幌市東区本町２条２丁目３番６号

191 株式会社共栄管理 札幌市東区東苗穂７条３丁目１０－１４

192 協栄電設株式会社 札幌市東区北32条東6丁目1－13

193 協栄ネジ株式会社 札幌市東区北２０条東１丁目４番１２号

194 行政書士法人高橋事務所 札幌市東区北30条東１丁目3番2号

195 株式会社協電社 札幌市東区北８条東８丁目１番２０号

196 協友建設工業株式会社 札幌市東区北２２条東１５丁目３番１号

197 株式会社共立薬品 札幌市東区北２４条東２２丁目２－１１

198 協和電工株式会社 札幌市東区北２０条東５丁目１番７号

199 株式会社協和日成札幌支店 札幌市東区東雁来２条１丁目２番３５号

200 共和舗道株式会社 札幌市東区伏古１４条３丁目１５番１５号

201 株式会社　桐越 札幌市東区東雁来５条１丁目２番３０号

202 勤医協丘珠通所介護すこやか 札幌市東区北３５条東２７丁目３番１８号

203 勤医協中央病院 札幌市東区東苗穂５条１丁目９－１

204 勤医協東在宅総合センター 札幌市東区東苗穂５条１丁目１１－１

205 勤医協ふしこヘルパーセンター 札幌市東区伏古１０条２丁目１９番８号

206 銀のさら東区中央店 札幌市東区伏古１０条３丁目１１－１K＆Kビル１階

207 有限会社クオリティワン 札幌市東区北47条東18丁目1番10－611号

208 グッドタイム介護ショップ・札幌東 札幌市東区北３４条東２７丁目５番１号

209 グッドタイム訪問看護ステーション札幌東 札幌市東区北２０条東１丁目４－１

210 国岡製麺株式会社 札幌市東区東苗穂５条３丁目７番３９号

211 ㈱クラシアン札幌支社 札幌市東区東雁来６条２丁目７番１０号

212 暮らすmart株式会社 札幌市東区北24条東１丁目３－２樋口ビル１階

213 グランプリレジャーシステム株式会社 札幌市東区北２３条東７丁目５番１号

214 クリーン・ビルサービス株式会社 札幌市東区北３０条東１２丁目４番９号

215 有限会社クリーンメイク 札幌市東区北丘珠３条３丁目６６０番地１５４

216 株式会社グリーンメイクハラダ 札幌市東区東雁来7条2丁目12番12号

217 クリエイト株式会社北海道支店 札幌市東区東雁来４条１丁目２－３７

218 栗原紙材株式会社札幌事業所 札幌市東区北丘珠4条3丁目8番5号



219 株式会社栗山組 札幌市東区北３８条東２０丁目３番２０号

220 グループホームいきいき栄デイサービスセンターいきいき栄 札幌市東区北４２条東５丁目３番１号

221 クオレ株式会社札幌営業所 札幌市東区北３５条東２丁目１－５

222 有限会社ケイ・エム・ティ 札幌市東区東苗穂９条３丁目１７番１５号

223 株式会社Ｋ・Ｋ・ニシカワ 札幌市東区北３３条東１２丁目２番１１号

224 経塚工業株式会社札幌支店 札幌市東区北15条東1丁目4－22

225 株式会社ケー・エフ・シーマスディック 札幌市東区北３４条東９丁目１番１号

226 Ｋコンフェクト株式会社 札幌市東区東苗穂5条3丁目7番36号

227 ケーズワークサービス合同会社 札幌市東区北7条東4丁目15番36号グランヒルズ402

228 株式会社ＫＶＫ札幌営業所 札幌市東区本町２条３丁目７番５号

229 株式会社コアック 札幌市東区北34条東19丁目３番２号

230 高圧ガス工業株式会社札幌営業所 札幌市東区苗穂町１２丁目１番３６号

231 株式会社弘栄電設 札幌市東区北48条東２丁目１－26

232 光英幼稚学園 札幌市東区北３８条東２０丁目１番３号

233 公益財団法人北海道対がん協会札幌がん検診センター 札幌市東区北２６条東１４丁目１番１５号

234 広貫堂河上薬品グループ株式会社札幌営業所 札幌市東区北３４条東２４丁目２番３０号

235 工機ホールディングスジャパン株式会社北海道支店札幌営業所 札幌市東区北３４条東１９丁目１－２２

236 株式会社構研エンジニアリング 札幌市東区北１８条東１７丁目１番１号

237 株式会社公清企業中沼産業廃棄物処理センター 札幌市東区中沼町４５番地２３

238 株式会社光生舎本社 札幌市東区北３９条東１５丁目１番１９号

239 株式会社向成電気 札幌市東区北１０条東１７丁目１－１２

240 合同会社ラ・ルーチェ 札幌市東区北41条東６丁目２－７

241 株式会社高道商工 札幌市東区北１３条東１６丁目４－１８

242 有限会社公徳総業 札幌市東区北丘珠４条２丁目２番２４号

243 株式会社興陽技建 札幌市東区北１４条東１３丁目５０

244 鋼和工業株式会社 札幌市東区栄町８９９番地１７

245 株式会社こうわ児童発達支援事業所めばえ 札幌市東区本町1条4丁目7－4　丸美ハイツNO.3

246 株式会社コーサイ 札幌市東区東雁来８条１丁目１６番１０号

247 株式会社コオヨー 札幌市東区本町1条9丁目1番36号

248 株式会社小鍛冶組 札幌市東区中沼町１３番地

249 国際技建株式会社 札幌市東区北３２条東５丁目３－３

250 国際興業株式会社外車部ポルシェ課東営業所 札幌市東区北３４条東１丁目２番４８号

251 株式会社古島北海道支店 札幌市東区東苗穂３条３丁目２番７０号

252 コスモ工機株式会社札幌支店 札幌市東区北５条東８丁目１－２１

253 コニシ株式会社札幌支店 札幌市東区北８条東３丁目１－１宮村ビル

254 こぶし建設株式会社 札幌市東区北８条東１丁目１番３５号

255 有限会社駒澤電気工事 札幌市東区北45条東３丁目１－12

256 小松物産株式会社札幌支店 札幌市東区北25条東21丁目４番30号

257 小柳協同株式会社化学品事業部 札幌市東区北６条東２丁目３－６札幌総合卸センター１号館４F

258 株式会社小柳建設工業 札幌市東区伏古９条３丁目２－６

259 小柳工業株式会社 札幌市東区北丘珠３条４丁目１番１０号

260 株式会社五連サポート 札幌市東区北１３条東１６丁目２番地２０

261 コンクリートコーリング株式会社 札幌市東区北丘珠４条３丁目１２番３８号

262 金剛産業株式会社北海道支店 札幌市東区伏古５条5丁目4－24



263 株式会社近藤商会 札幌市東区北６条東２丁目３番５号

264 西條産業株式会社札幌支店 札幌市東区北25条東９丁目2－6

265 斎長物産株式会社北海道支店 札幌市東区北５条東５丁目１番地２号

266 酒井医療㈱札幌営業所 札幌市東区北１８条東１９丁目３番２３号

267 株式会社さくら非破壊検査 札幌市東区北23条東７丁目３番10号

268 ササキ株式会社札幌支店 札幌市東区北２４条東２１丁目７番１６号

269 株式会社笹田工務店 札幌市東区北１８条東１３丁目２－１

270 さつかん商事株式会社 札幌市東区北２７条東２１丁目４－１７

271 株式会社札清 札幌市東区丘珠町３１６番地１

272 株式会社さつでん 札幌市東区北１３条東４丁目１番５０号

273 札幌市東区役所 札幌市東区北１１条東７丁目

274 札幌インスペクション株式会社 札幌市東区伏古10条３丁目10番14号

275 株式会社札幌駅立売商会 札幌市東区北８条東２丁目１番３５号

276 株式会社札幌海鮮丸 札幌市東区伏古８条３丁目６番２３号

277 札幌共同アスコン株式会社 札幌市東区東雁来５条１丁目１番８２

278 札幌協和食品株式会社 札幌市東区東苗穂３条３丁目１－１５

279 札幌刑務所 札幌市東区東苗穂２条１丁目５番１号

280 札幌交通機械株式会社 札幌市東区北７条東１７丁目１６番地

281 札幌交通機械株式会社機械部 札幌市東区北７条東１７丁目１６番地

282 さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 札幌市東区北5条東8丁目4番1号

283 札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所 札幌市東区東苗穂２条２丁目２番１号

284 札幌市環境局環境事業部東清掃事務所 札幌市東区丘珠町８７３番地１

285 札幌軸受工具株式会社 札幌市東区伏古４条２丁目１-２

286 札幌市中沼雑がみ選別センター 札幌市東区中沼町４５－１９

287 札幌市農業体験交流施設サッポロさとらんど 札幌市東区丘珠町584－2

288 札幌市農業協同組合丘珠支店 札幌市東区北37条東30丁目499番地180

289 札幌市農業協同組合北札幌支店 札幌市東区北１３条東１６丁目２番１号

290 札幌市農業協同組合経済部北札幌経済センター 札幌市東区北３７条東３０丁目４９９番地１８０

291 札幌市東区第１地域包括支援センター 札幌市東区北２３条東１５丁目５－２６昌栄堂ビル３Ｆ

292 札幌市東区第3地域包括支援センター 札幌市東区北45条東15丁目3－15サンシャインビル２F

293 札幌市東区土木部 札幌市東区北３３条東１８丁目１番６号

294 札幌市東消防署 札幌市東区北２４条東１７丁目１

295 札幌少年鑑別所 札幌市東区東苗穂２条１丁目１番２５号

296 札幌通信電設株式会社 札幌市東区東苗穂１１条３丁目１１番２２号

297 札幌電機鉄工株式会社 札幌市東区北１７条東１７丁目２番１１号ＭＥＣビル

298 札幌トヨタ自動車株式会社札幌トヨタ登録センター 札幌市東区北49条東2丁目2番1号

299 札幌トヨタ自動車㈱新道店 札幌市東区北３４条東１９丁目１番１号

300 札幌トヨタ自動車株式会社東苗穂店 札幌市東区東苗穂５条３丁目１番１号

301 札幌トヨタ自動車㈱北光支店 札幌市東区北２５条東１丁目１番３３号

302 札幌トヨタ自動車株式会社レクサス東苗穂 札幌市東区本町２条９丁目３番22号

303 札幌トヨペット株式会社北店 札幌市東区北３２条東１丁目５番１５号

304 札幌トヨペット㈱東苗穂店 札幌市東区東苗穂８条３丁目１番２号

305 札幌トヨペット㈱元町店 札幌市東区北１３条東１５丁目３番１０号

306 ㈱サッポロドラッグストアー 札幌市東区北8条東4丁目1番20号



307 札幌日産自動車株式会社環状東店 札幌市東区本町２条９丁目４番２０号

308 札幌日産自動車株式会社北店 札幌市東区北４３条東１丁目３番１５号

309 札幌日産自動車株式会社北３６条店 札幌市東区北３６条東１丁目４番１号

310 札幌日産自動車株式会社くるまるく雁来 札幌市東区東雁来７条１丁目１６番地

311 札幌日産自動車株式会社東苗穂店 札幌市東区東苗穂２条３丁目２番５号

312 札幌日産自動車株式会社北光店 札幌市東区北２７条東７丁目３番１３号

313 札幌ニップロ株式会社 札幌市東区北26条東13丁目２－25

314 札幌白洋舎株式会社北営業所 札幌市東区本町２条５丁目４－１０

315 札幌保健医療大学 札幌市東区中沼西４条２丁目１番１５号

316 札幌リサイクル骨材株式会社 札幌市東区中沼町４５番地２６

317 札幌レンタリース株式会社 札幌市東区東苗穂２条３丁目２番５号

318 サツラク農業協同組合 札幌市東区苗穂町３丁目３番７号

319 サツラク農業協同組合市乳事業本部 札幌市東区丘珠町５７３番地２７

320 佐藤興業株式会社北海道支店 札幌市東区北１５条東１５丁目３－３

321 佐藤車輌部品株式会社 札幌市東区北４７条東８丁目２番１号

322 佐藤木材工業株式会社北海道札幌営業部 札幌市東区北３６条東２６丁目２番３２号第２トレジャービル２F

323 株式会社SATO-GROUP 札幌市東区北５条東８丁目１番３３号

324 株式会社サトー札幌支店 札幌市東区北３７条東１５丁目１－１８

325 株式会社サニクリーン北海道北営業所 札幌市東区北３１条東１８丁目７番１７号

326 有限会社サポート・ワン 札幌市東区東苗穂６条３丁目５６４－１

327 三愛地所株式会社 札幌市東区北32条東7丁目1番15号

328 三愛自動車工業株式会社 札幌市東区北４２条東１９丁目１番１号

329 サンエス電気通信株式会社札幌支店 札幌市東区北46条東19丁目１番１号

330 三兼建設工業株式会社 札幌市東区東苗穂３条１丁目８－１４

331 株式会社三機サービス札幌センター 札幌市東区北11条東17丁目１－３０

332 有限会社三樹産業 札幌市東区中沼町７９番地１

333 三共舗道株式会社 札幌市東区北１８条東１丁目３番３号

334 株式会社サン建築設計 札幌市東区北１２条東１０丁目２番１６号

335 三条印刷株式会社 札幌市東区北１０条東１３丁目１４番地

336 株式会社サン設計事務所 札幌市東区北３３条東６丁目２番２８号

337 サンデン・リテールシステム株式会社東北・北海道支社北海道支店 札幌市東区北7条東3丁目28番32号井門札幌東ﾋﾞﾙ3階

338 三道工業株式会社 札幌市東区東雁来町３６６番地６９

339 サントリービバレッジサービス株式会社北海道営業本部札幌北支店 札幌市東区伏古１１条５丁目１番５０号

340 サンポットエンジニアリング株式会社 札幌市東区本町２条１０丁目１番２５号

341 三洋薬品ＨＢＣ株式会社札幌営業所 札幌市東区北２５条東２１丁目１番１５号

342 三立機工株式会社 札幌市東区丘珠町520番地613

343 三和建設株式会社 札幌市東区北36条東28丁目２番29号

344 三和シヤッター工業株式会社 札幌市東区北32条東18丁目7番2号

345 三和商行株式会社 札幌市東区伏古８条４丁目７番２２号

346 株式会社三和通建 札幌市東区北２６条東９丁目３番５号

347 有限会社ジーアイ産業 札幌市東区北丘珠１条３丁目６５４番地３２

348 株式会社シーエーブイ 札幌市東区北４６条東１９丁目１番１号

349 株式会社ジーエム北都 札幌市東区北２２条東３丁目１番３８号

350 株式会社シーティーエス札幌支店 札幌市東区苗穂町10丁目1－15



351 株式会社ジー・ロジテック札幌営業所 札幌市東区東苗穂2条3丁目2番15号

352 ジェイアール北海道エンジニアリング㈱ 札幌市東区北６条東３丁目３番地２０

353 JR北海道フレッシュキヨスク㈱生鮮市場事業本部 札幌市東区北6条東3丁目3番地20

354 ＪＳＳあゆみスイミングスクール札幌 札幌市東区伏古７条５丁目５－２５

355 JCOM株式会社技術サポート本部札幌技術センター 札幌市東区北18条東21丁目1番1号

356 自閉症者地域生活支援センターなないろ 札幌市東区東雁来12条4丁目1－3

357 ジェイテクトセールス株式会社札幌支社 札幌市東区北23条東23丁目４－23

358 株式会社ジュネリカ 札幌市東区北２６条東４丁目１－１

359 一般社団法人札幌福祉就労支援センター 札幌市東区北33条東17丁目４番18号

360 シオンテクノス株式会社 札幌市東区北２４条東４丁目１番１号

361 敷島機器株式会社 札幌市東区北７条東１８丁目１番３５号

362 有限会社シグナル 札幌市東区北１５条東１８丁目１番２６号

363 静岡製機株式会社北海道営業所 札幌市東区東苗穂４条３丁目４－１２

364 シスコン株式会社 札幌市東区本町１条７丁目１－４３

365 株式会社システム・アーク 札幌市東区丘珠町694-3

366 株式会社システム防災設備 札幌市東区北6条東7丁目12－9

367 株式会社柴田ベニヤ商会 札幌市東区東苗穂3条1丁目12番18号

368 株式会社シモジマ札幌営業所 札幌市東区北６条東４丁目１番７号deAUNEさっぽろビル10

369 社会医療法人三草会介護老人保健施設もえれパークサイド 札幌市東区中沼町105－43

370 社会医療法人社団カレスサッポロカレス訪問看護ステーション 札幌市東区北12条東4丁目1番1号

371 社会医療法人禎心会ら・かるまセンター 札幌市東区北４７条東１６丁目１番５号

372 社会福祉法人愛和福祉会サポートinサッポロ 札幌市東区北42条東19丁目1－11

373 社会福祉法人愛和福祉会ワークス翔 札幌市東区北42条東18丁目3番1号

374 社会福祉法人大友恵愛会特別養護老人ホーム大友恵愛園 札幌市東区北１７条東５丁目２番５号

375 社会福祉法人朔風 札幌市東区北１９条東６丁目１－１

376 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会東事業所 札幌市東区北２２条東１６丁目１－３

377 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会東調査センター 札幌市東区北４０条東１５丁目３番１９号新和北４０条ビル３階

378 （福)札幌明啓院フローラルさつなえ老人デイサービスセンター 札幌市東区東苗穂１条３丁目２番16号

379 社会福祉法人シルバニア 札幌市東区東苗穂町１０８９番１

380 社会福祉法人禎心会ケアセンター栄町 札幌市東区北４７条東１７丁目１番１号

381 社会福祉法人はるにれの里札幌市自閉症者自立支援センター 札幌市東区東雁来12条4丁目1－5

382 社会福祉法人伏古福祉会 札幌市東区伏古７条３丁目１－３３

383 社会福祉法人豊生会 札幌市東区東雁来１２条４丁目１－１５

384 社会福祉法人麦の子会札幌市みかほ整肢園 札幌市東区北17条東5丁目2－1

385 社会福祉法人麦の子会ジャンプレッツ 札幌市東区北35条東28丁目3－1

386 社会福祉法人麦の子会ハーベストガーデン 札幌市東区北３７条東９丁目２－１９

387 社会福祉法人麦の子会むぎのこ児童発達支援センター 札幌市東区北36条東８丁目１－30

388 社団法人北海道総合在宅ケア事業団札幌東訪問看護ステーション 札幌市東区北１０条東９丁目３番５号（有）興栄ビル２Ｆ

389 株式会社ジョイネット　東事業所 札幌市東区北31条東６丁目１－１０

390 正栄機工株式会社 札幌市東区北２４条東１６丁目１番６号

391 ㈱常口アトム環状通東駅前店 札幌市東区北１６条東１６丁目１番７号

392 株式会社常口アトム栄町店 札幌市東区北４１条東１５丁目３番１８号

393 ㈱常口アトム札幌元町支店 札幌市東区北２４条東１６丁目１番１号

394 ㈱常口アトム札幌元町支店札幌東管理センター 札幌市東区北24条東16丁目1番1号



395 株式会社常口アトム新道東店 札幌市東区北３３条東１５丁目１番１号

396 ㈱常口アトム東区役所前店 札幌市東区北１３条東７丁目５番２０号

397 株式会社翔進 札幌市東区東苗穂4条3丁目3番8号

398 株式会社食品資材 札幌市東区北１８条東１８丁目１番地２

399 新弘設備工業株式会社 札幌市東区北３７条東７丁目２番１１号

400 株式会社新星苑札幌支社サッポロビール園 札幌市東区北7条東9丁目2番10号

401 株式会社真生工業 札幌市東区東苗穂１２条３丁目２３番２７号

402 株式会社真電舎 札幌市東区北１４条東１２丁目１番２５号

403 新日本ウエックス株式会社札幌営業所 札幌市東区東苗穂1条3丁目1番88号

404 株式会社水研工業 札幌市東区北37条東26丁目１－45

405 株式会社すかいらーくレストランツガスト札幌栄町店 札幌市東区北49条東８丁目３番12号

406 杉田エース株式会社 札幌市東区東苗穂４条２丁目１番39号

407 杉原建設株式会社 札幌市東区苗穂町１０丁目２番１号

408 株式会社スズキ自販関東札幌営業所 札幌市東区北４９条東１７丁目１－６

409 株式会社スズキ自販北海道 札幌市東区北３０条東１丁目１－４４

410 株式会社スズキ自販北海道スズキアリーナ札幌東 札幌市東区北３３条東１８丁目４番１号

411 株式会社鈴木商会札幌北事業所 札幌市東区北丘珠５条４丁目４－６０

412 株式会社鈴木商会札幌東事業所 札幌市東区東雁来町２６２番地

413 鈴久名建設株式会社 札幌市東区北１４条東８丁目３番３号

414 株式会社スズケン札幌北支店 札幌市東区北４５条東１９丁目４番７号

415 株式会社ステージアンサンブル 札幌市東区東雁来8条1丁目7-27

416 株式会社ストーク 札幌市東区北8条東8丁目2－1　八条ビル3F

417 スマック・ワールド株式会社札幌営業所 札幌市東区北8条東3-1-1　宮村ﾋﾞﾙ3F

418 住友電設株式会社北海道支店 札幌市東区北１２条東１４丁目９番地１

419 住友不動産販売株式会社札幌東営業センター 札幌市東区北２４条東１５丁目４番２０号　日弘ビル４階

420 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部雁来センター 札幌市東区東雁来３条１丁目４－５５

421 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部雁来センター配食 札幌市東区東雁来３条１丁目４番55号

422 生活クラブ生活協同組合第３センター 札幌市東区北３７条東２７丁目７番３号

423 整形外科　北新病院 札幌市東区北８条東４丁目１番５号

424 株式会社清風堂 札幌市東区北１６条東１丁目２番１５号

425 株式会社星和 札幌市東区北１２条東１７丁目１－１８

426 株式会社星和工業 札幌市東区東苗穂11条１丁目２－17

427 株式会社セーフティーステップ 札幌市東区北34条東1丁目1番20号

428 セコム株式会社札幌東支社 札幌市東区北２４条東１６丁目１番６号　正栄ビル

429 株式会社セラビ 札幌市東区本町１－９－２－４

430 泉州電業㈱札幌支店 札幌市東区東苗穂６条３丁目１１番１号

431 株式会社仙台銘板札幌営業所 札幌市東区東雁来６条２丁目３番５５号

432 株式会社創建 札幌市東区北４１条東１丁目

433 綜合器材株式会社 札幌市東区北２０条東１３丁目２番１号

434 綜合警備保障株式会社札幌北営業所 札幌市東区北２０条東１５丁目２番１０号パークフォルム元町

435 総合商研株式会社 札幌市東区東苗穂２条３丁目４番４８号

436 株式会社ソーゴ札幌営業所 札幌市東区東苗穂５条３丁目６－１４

437 株式会社ソニック 札幌市東区北40条東9丁目3-5

438 株式会社ソロ防水北海道 札幌市東区北４１条東５丁目２番１５号



439 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市東区伏古７条３丁目５－１０

440 大王製紙株式会社札幌営業所 札幌市東区北６条東３丁目３－１ＬＣ北六条館２階

441 ダイキンＨＶＡＣソリューション北海道株式会社 札幌市東区北１６条東１９丁目１－１２

442 ダイキン工業株式会社札幌サービスステーション 札幌市東区北16条東19丁目１－12

443 ダイキン・コンシューマ・マーケティング株式会社 札幌市東区北１６条東１９丁目１－１２

444 株式会社大光 札幌市東区丘珠町583-1

445 ダイコー通産株式会社 札幌市東区伏古１条２丁目３番１３号

446 株式会社ダイショー札幌支店 札幌市東区北１８条東２１丁目４番１８号

447 大進ホーム株式会社 札幌市東区東苗穂３条１丁目２－１

448 大成建設株式会社札幌支店北8西1地区共同企業体工事 札幌市東区北8条東1丁目2－1

449 ㈱大創産業北海道事務所 札幌市東区東苗穂1条3丁目1－70

450 株式会社ダイチテック 札幌市東区北48条東15丁目2－1

451 有限会社大地リース 札幌市東区丘珠町４９９番地４３

452 泰斗設備工業株式会社 札幌市東区北37条東9丁目2－22

453 有限会社大道工業 札幌市東区東雁来町358番地90

454 大東通工株式会社 札幌市東区北３２条東１丁目３番１５号

455 大同舗道株式会社道央営業所 札幌市東区苗穂町２丁目１番１０号

456 大日本印刷株式会社 札幌市東区北７条東１１丁目１番１号

457 大日本印刷㈱住空間CSセンター東日本CS本部北日本CS第1部 札幌市東区北７条東１１丁目１－１

458 株式会社太平エンジニアリング北海道支店 札幌市東区北７条東６丁目１８－９

459 大豊資材工業株式会社 札幌市東区伏古9条1丁目5－26

460 大洋機材株式会社 札幌市東区北１０条東１２丁目３番１２号

461 大洋事務機株式会社 札幌市東区本町１条１丁目３

462 大和技建株式会社 札幌市東区北２６条東１４丁目１番１号

463 大和興業株式会社 札幌市東区北１８条東３丁目２番２１

464 大和ステンレス工業株式会社 札幌市東区北丘珠５条４丁目７３２番６０

465 ダイワスポーツ株式会社 札幌市東区北１７条東４丁目１２番

466 大和ハウスリフォーム株式会社東日本支社北海道事業部 札幌市東区北6条東8丁目1-10

467 大和ハウス工業株式会社北海道支社 札幌市東区北６条東８丁目１－１０

468 大和ハウス賃貸リフォーム㈱北海道営業所 札幌市東区北6条東8丁目1－10

469 大和ハウスリアルティマネジメント㈱札幌営業所 札幌市東区北６条東８丁目１－１０

470 大和ライフネクスト株式会社札幌支店 札幌市東区北６条東８丁目１番１０号

471 大和リース株式会社札幌支店 札幌市東区北４２条東１７丁目６－１２

472 大和リビング株式会社東北支店札幌営業所 札幌市東区北6条東8丁目1－10　１階

473 タウン警備株式会社 札幌市東区北３１条東１丁目７－１タウンビル１Ｆ

474 髙木商事株式会社 札幌市東区北１５条東５丁目１番３８号

475 株式会社タカキタ 札幌市東区北丘珠２条３丁目１番２０号

476 株式会社高杉興業本社 札幌市東区北１９条東４丁目１５番地

477 株式会社タカゾノ札幌営業所 札幌市東区北２８条東２０丁目３－２７

478 ㈱高橋ブロック工業 札幌市東区伏古13条3丁目5番12号

479 株式会社タクシンエンジニア 札幌市東区北３７条東２２丁目４－５

480 株式会社多久製作所北海道グループ 札幌市東区北8条東3丁目1番1号 MIYAMURAビル

481 武田産業株式会社札幌支店 札幌市東区北37条東27丁目３－３

482 株式会社竹原鉄工所 札幌市東区丘珠町93番地



483 株式会社竹村製作所札幌営業所 札幌市東区北１０条東１４丁目４－１７

484 ㈱ダスキンサーヴ北海道ダスキン北四十二条支店 札幌市東区北４２条東１４丁目１－３７

485 株式会社タナカ 札幌市東区北６条東２丁目２番１１号

486 株式会社田中興業 札幌市東区丘珠町５２０番地６１４号

487 株式会社ダンテック 札幌市東区北１９条東７丁目3番25号

488 株式会社丹波屋 札幌市東区北６条東４丁目１番地７

489 (株)丹波屋農産事業部 札幌市東区北６条東４丁目１番地７デ・アウネさっぽろ８階

490 株式会社ダンロップスポーツマーケティング北海道支店 札幌市東区北８条東９丁目１－５

491 ダンロップタイヤ北海道㈱札幌支店元町タイヤサービスセンター 札幌市東区北20条東19丁目6－18

492 中央建設工業株式会社 札幌市東区北34条東14丁目2番１－305号

493 株式会社中央ネームプレート製作所 札幌市東区北３９条東１丁目２番１７号

494 中央ビルメンテナンス株式会社 札幌市東区北７条東４丁目１番地

495 中晃電気工事株式会社 札幌市東区北２１条東１丁目３番２５号

496 株式会社長府製作所札幌支店 札幌市東区本町２条１０丁目１番２５号

497 月島食品工業株式会社札幌営業所 札幌市東区北２１条東２丁目２番１６号

498 ツクイ札幌麻生 札幌市東区北35条東1丁目5-7

499 株式会社ツクイ札幌東営業所 札幌市東区北２４条東２１丁目７番２２号

500 株式会社土谷製作所 札幌市東区本町２条１０丁目２番３５号

501 株式会社ツルハホールディングス 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号

502 株式会社鶴見製作所北海道支店 札幌市東区北２０条東17丁目１－５

503 株式会社ＴＭＳ工業 札幌市東区伏古８条２丁目５番１９号

504 ＴＣＳ北海道株式会社 札幌市東区北13条東16丁目1番16号

505 DCM株式会社DCM東雁来店 札幌市東区東雁来１０条３丁目１番１号

506 帝国セキュリティ株式会社札幌支社 札幌市東区北２０条東１丁目２番７号

507 株式会社帝国設計事務所 札幌市東区北２５条東１２丁目１番１２号

508 デイサービスセンター白ゆり北２０条 札幌市東区北２０条東１丁目２－３１

509 禎心会東センター 札幌市東区北４４条東８丁目１番６号

510 株式会社テックサプライ 札幌市東区北２２条東１丁目２番１７号

511 鉄建工圧株式会社 札幌市東区東雁来町３６２－２

512 テリオコーエイ株式会社 札幌市東区東苗穂３条１－３－２２

513 有限会社天雲工業所 札幌市東区北３１条東７丁目１－２７

514 ㈱電材重機札幌本社 札幌市東区東雁来13条4丁目4番10号

515 天使幼稚園 札幌市東区北１１条東２丁目２－１

516 天然温泉やすらぎの湯北のたまゆら東苗穂 札幌市東区東苗穂１１条２丁目８９６－１

517 株式会社テンフードサービス 札幌市東区本町２条１０丁目２番１号

518 天龍工業株式会社 札幌市東区東苗穂１０条１丁目１番２３号

519 電力計器株式会社 札幌市東区東雁来6条2丁目7-30

520 東亜道路工業株式会社札幌営業所 札幌市東区東雁来５条１丁目１番１８号

521 東亜道路工業株式会社北海道支社 札幌市東区東雁来５条１丁目１番１８号

522 東亜レジン株式会社札幌営業所 札幌市東区東苗穂３条３－２－８４

523 東栄株式会社札幌支店 札幌市東区東苗穂4条2丁目1番45号

524 東栄電工株式会社 札幌市東区東苗穂１１条２丁目９－３

525 道央建装株式会社 札幌市東区東苗穂１４条３丁目１番２０号

526 有限会社道央興産 札幌市東区北４７条東１７丁目１－３２－７０１



527 道央断熱株式会社 札幌市東区北４９条東１０丁目１１－８

528 株式会社東京マツシマ北海道 札幌市東区伏古13条３丁目17-４

529 道建工事株式会社 札幌市東区北13条東５丁目１番24号

530 東建コーポレーション株式会社ＨＭ札幌店 札幌市東区北４２条東４丁目１番１号

531 道建試錐株式会社 札幌市東区栄町８８３番地１５

532 株式会社道研設備 札幌市東区丘珠町８６４番地

533 株式会社東宏 札幌市東区東雁来９条３丁目２番３号

534 東芝テック株式会社北海道支店 札幌市東区北８条東６丁目１２－７９テックビル３Ｆ

535 東芝テックソリューションサービス株式会社 札幌市東区北８条東６丁目１２番７９号

536 東芝電材マーケティング㈱北海道支社札幌北営業所 札幌市東区北３４条東１８丁目２－１

537 株式会社東翔 札幌市東区東雁来8条2丁目１番45号

538 陶商工業株式会社 札幌市東区北３６条東２５丁目３番１５号

539 株式会社東翔中沼事業所 札幌市東区中沼町13-129

540 株式会社東伸 札幌市東区北36条東15丁目1－1

541 株式会社道新販売センター札苗販売所 札幌市東区東苗穂15条2丁目1－12

542 株式会社道新販売センター鉄北販売所 札幌市東区北11条東3丁目2－10

543 東成建設株式会社 札幌市東区東雁来町３５８番地７０

544 株式会社道測テクニス 札幌市東区北３５条東５丁目１番１２号

545 株式会社ドウデン 札幌市東区北７条東１８丁目１番４０号

546 道邦工業株式会社 札幌市東区東苗穂５条１丁目６番３６号

547 東舗建設株式会社 札幌市東区北３８条東１９丁目１番３１号

548 道都化学産業株式会社 札幌市東区北８条東１丁目１－４０

549 東和Ｅ＆Ｃ株式会社 札幌市東区北４１条東８丁目２－２５

550 東和産業株式会社 札幌市東区北２５条東９丁目５番１号

551 東和電商株式会社商品センター 札幌市東区北３８条東１５丁目１－１０

552 東和薬品株式会社札幌営業所 札幌市東区伏古5条3丁目4－25

553 株式会社トーア設備防災 札幌市東区北33条東7丁目3番7号

554 ㈱トーシン札幌支店 札幌市東区東苗穂13条3丁目1－10

555 株式会社トーホー・テクノス 札幌市東区本町１条１丁目１番１５号

556 トーリツ株式会社 札幌市東区北４３条東１６丁目１番８号

557 トキワ地研株式会社 札幌市東区北２８条東２丁目７７９番地

558 特定非営利活動法人あじさいサポートネット 札幌市東区北24条東15丁目１－７スリール元町201号

559 特定非営利活動法人ホップ障害者地域生活支援センター 札幌市東区北14条東14丁目2番5号光星ビル3階

560 トミヤ商事株式会社 札幌市東区北２０条東１丁目４番１５号

561 巴産業株式会社 札幌市東区北１８条東１丁目３番３号ともえビル２階

562 トヨタＬ＆Ｆ札幌株式会社東苗穂営業所 札幌市東区東苗穂５条３丁目７番１号

563 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック東苗穂 札幌市東区本町２条１０丁目３－１５

564 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック美香保 札幌市東区北１８条東１５丁目４番１号

565 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック百合が原 札幌市東区北４８条東１６丁目３番１０号

566 トヨタカローラ札幌株式会社法人営業部 札幌市東区本町２条10丁目３番17号

567 トラスコ中山株式会社札幌支店 札幌市東区東苗穂５条３丁目４－５１

568 株式会社鳥山土建 札幌市東区東雁来７条１丁目１０番２４号

569 トルク株式会社札幌支店 札幌市東区本町１条１０丁目３－３

570 ナイガイ株式会社北海道支店 札幌市東区東苗穂４条１丁目１２番１０号



571 長田広告株式会社札幌営業所 札幌市東区東苗穂６条２丁目13-31

572 中西印刷株式会社 札幌市東区東雁来３条１丁目１番３４号

573 長嶺建設株式会社 札幌市東区北15条東15丁目3－7

574 株式会社中山組 札幌市東区北１９条東１丁目１番１号

575 株式会社ナスタ札幌支店 札幌市東区北6条東4－1－7　デ・アウネさっぽろ3F

576 株式会社ナック 札幌市東区北１６条東１９丁目１－５

577 株式会社ナッククリクラ札幌営業所 札幌市東区本町２条10丁目３－17－４

578 株式会社なとり札幌営業所 札幌市東区北１８条東２０丁目４－３０

579 株式会社西原環境北海道支店 札幌市東区北６条東３丁目３番地１

580 株式会社西原ネオ札幌営業所 札幌市東区北２３条東１２丁目１番１７号

581 株式会社西村組札幌支店 札幌市東区北２６条東１４丁目１番１号

582 西山坂田電気株式会社札幌支店 札幌市東区北39条東2丁目2番16号

583 ニチイケアセンター元町 札幌市東区北２５条東２０丁目５－１５

584 日栄インテック㈱札幌営業所 札幌市東区伏古5条3丁目1－24

585 株式会社ニチダン札幌支店 札幌市東区北２８条東２０丁目４番１号

586 株式会社日道工業 札幌市東区中沼町７１－４０

587 日南産業株式会社 札幌市東区東雁来６条２丁目６番１８号

588 ニチハ株式会社札幌営業所 札幌市東区北42条東15丁目1－1栄町ビル

589 株式会社ニッキョー 札幌市東区北１２条東４丁目３０番８０号

590 日綱道路整備株式会社 札幌市東区東苗穂１０条２丁目２１番２号

591 株式会社ニッコー 札幌市東区北35条東９丁目２番28NH35

592 ニッコー保障株式会社 札幌市東区北３５条東９丁目２番２８号

593 日産自動車販売株式会社札幌支社 札幌市東区東苗穂２条３丁目２番５号

594 日産部品北海道販売株式会社札幌北店 札幌市東区北23条東1丁目3番1号

595 日産プリンス札幌販売株式会社北支店 札幌市東区北２７条東１丁目１番１号

596 日昭株式会社札幌支店 札幌市東区東雁来７条３丁目１－３

597 株式会社日照電機製作所 札幌市東区北丘珠５条４丁目７３２番地５０

598 日章冷熱株式会社 札幌市東区北１９条東２丁目１番２１号

599 株式会社日星電機 札幌市東区北６条東４丁目１番７号deAUNEさっぽろ５階

600 株式会社日総 札幌市東区東苗穂３条３丁目１番３１号

601 ㈱日東商会札幌支店 札幌市東区伏古9条5丁目1－7

602 株式会社ニデック札幌支店 札幌市東区北２３条東４丁目５番１７号

603 日本アクセス北海道株式会社 札幌市東区苗穂町９丁目１番１号

604 日本アンテナ株式会社札幌営業所 札幌市東区北３２条東１０丁目１－３

605 日本空調サービス株式会社北海道支店 札幌市東区北１９条東２１丁目４－８

606 ㈱日本ケアサプライ札幌営業所 札幌市東区苗穂町２丁目１－２０

607 日本住宅流通株式会社札幌営業所 札幌市東区北６条東８丁目１－１０

608 日本全薬工業㈱北海道営業所 札幌市東区北２２条東９丁目２－３

609 日本地工株式会社北海道支社 札幌市東区北１９条東２１丁目２－２１

610 日本データーサービス株式会社 札幌市東区北１６条東１９丁目１番１４号

611 日本フルハーフ株式会社北海道支店 札幌市東区北34条東14丁目2番1号

612 日本郵便株式会社丘珠郵便局 札幌市東区丘珠町９０－７

613 日本郵便㈱札幌中央郵便局 札幌市東区北6条東1丁目2番1号

614 日本郵便株式会社道央札幌郵便局 札幌市東区東雁来8条3丁目2-1



615 日本ユニパック株式会社 札幌市東区北３４条東２６丁目２番２４号

616 株式会社日本サーモエナー北海道支社 札幌市東区北25条東16丁目１番３号

617 日本雷電株式会社 札幌市東区北２４条東１２丁目１番３４号

618 認定こども園さつなえのもり 札幌市東区東苗穂８条３丁目３－２０

619 株式会社沼田工務店 札幌市東区中沼町６６－１８９

620 ネッツトヨタ札幌株式会社中央店 札幌市東区北２５条東１丁目１番３８号

621 ネッツトヨタ札幌株式会社プラザかりき２７５ 札幌市東区東雁来６条１丁目３番２２号

622 ネッツトヨタ道都株式会社北２６条店 札幌市東区北２６条東１丁目３番１４号

623 ネッツトヨタ道都株式会社元町店 札幌市東区北１３条東１５丁目２－１０

624 株式会社ノーザンコムテック札幌支店 札幌市東区北45条東15丁目１番３号

625 株式会社ノースセキュリティー 札幌市東区北26条東17丁目2番24号 駒ビル202号室

626 株式会社ノールテック 札幌市東区丘珠町５２４－１０５

627 野上技研工業株式会社 札幌市東区北３４条東１５丁目１番２２号

628 株式会社ノグチ工芸 札幌市東区北43条東18丁目2－15

629 株式会社ノバメディカル 札幌市東区北４５条東９丁目２番７号

630 ノルテパーク株式会社 札幌市東区北22条東7丁目1－37

631 株式会社バイク王＆カンパニー　バイク王札幌店 札幌市東区伏古１条４丁目１－１

632 株式会社ハイデックス和島 札幌市東区北３４条東７丁目２番１６号

633 パイプ技研工業株式会社 札幌市東区東雁来６条２丁目１番４３号

634 株式会社パイプテック 札幌市東区伏古10条1丁目13番8号

635 株式会社パイロットコーポレーション 札幌市東区北６条東４丁目１番７号　デ・アウネさっぽろ３階

636 橋本電気工事株式会社 札幌市東区北１９条東１０丁目３－７

637 長谷機械商事株式会社 札幌市東区北２０条東２０丁目６番１号

638 服部コーヒーフーズ株式会社札幌営業所 札幌市東区北３０条東１８丁目６番１号

639 株式会社花森 札幌市東区北４７条東１６丁目１－３５

640 株式会社ハブ 札幌市東区北１９条東７丁目２－２２

641 株式会社濱野建材店 札幌市東区東雁来６条２丁目３番５０号

642 株式会社早川組 札幌市東区北２８条東２０丁目２番１５号

643 早川商事株式会社 札幌市東区北16条東15丁目2-15Hayakawa-bld

644 株式会社パワー・ステーション栄町店 札幌市東区北40条東16丁目2-1

645 株式会社バンテック 札幌市東区北１６条東１丁目９番地２６

646 有限会社ＢＲＮ 札幌市東区中沼2条2丁目1－30

647 P・R・O行政書士法人 札幌市東区北30条東1丁目2番3号

648 PAS株式会社FIXMAN 札幌市東区東雁来６条２丁目１－１０

649 株式会社東日本宇佐美北海道支店 札幌市東区東雁来７条１丁目４－２３

650 株式会社東日本計装 札幌市東区北４３条東１丁目４番２３号

651 東日本三愛石油株式会社北海道カンパニー 札幌市東区北４２条東１４－１－１

652 ヒシエヌ西村工業株式会社 札幌市東区丘珠町３０３番地

653 株式会社日立ビルシステムエンジニアリング北海道施設 札幌市東区北２４条東６丁目３番１号

654 ㈱ヒューマン就労継続支援A型エクサート 札幌市東区北7条東13丁目2－14

655 株式会社ファーマインド札幌センター 札幌市東区東雁来９条３丁目２番２０号

656 株式会社Ｆｉｔ 札幌市東区中沼町６６番３０６号

657 株式会社フォーシーズピザーラ事業本部ピザーラ札幌東店 札幌市東区北２５条東３丁目１番１号

658 株式会社フォーシーズピザーラ苗穂店 札幌市東区東苗穂３条２丁目４番１号



659 株式会社フォーバル北海道支店 札幌市東区北34条東27丁目8番地11

660 フクダコーリン株式会社札幌支店 札幌市東区北１２条東１３－１－１２ル・クラシック一階

661 福山醸造株式会社 札幌市東区苗穂町２丁目４番１号

662 富士ガラス株式会社札幌営業所 札幌市東区北３５条東１丁目５番３７号

663 株式会社藤共空設 札幌市東区北丘珠2条3丁目3番30号

664 株式会社ふじ研究所 札幌市東区北２８条東６丁目１－１

665 藤建設株式会社札幌支店 札幌市東区北１９条東７丁目２番１０号

666 富士建設株式会社札幌支店 札幌市東区北31条東１丁目７番１号

667 有限会社伏古商事 札幌市東区伏古２条４丁目１１番１１号

668 藤田鋼板リース株式会社札幌支店 札幌市東区北丘珠３条３丁目２番４６号

669 株式会社富士フィルター札幌営業所 札幌市東区北26条東22丁目7-16

670 株式会社富士薬品札幌北12条東営業所 札幌市東区北１２条東１７丁目１－１

671 富士レンタル株式会社 札幌市東区東雁来４条１丁目１番３７号

672 株式会社双葉工業社 札幌市東区北２２条東１丁目１番５０号

673 株式会社フラックス 札幌市東区北40条東1丁目1－27

674 株式会社プラネックス 札幌市東区丘珠町581番地11

675 プラント機工株式会社 札幌市東区栄町８９９番地３０

676 株式会社プランニング・ホッコー 札幌市東区東苗穂５条１丁目６番３３号

677 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱北営業所 札幌市東区北３５条東２６丁目９７番３号

678 株式会社プリファクター 札幌市東区北24条東3丁目1番16号

679 古河ロックドリル株式会社札幌支店 札幌市東区北丘珠２条２丁目630

680 古木建設興業株式会社 札幌市東区丘珠町165-1

681 株式会社ブレイブ 札幌市東区中沼町69番５

682 プレスト株式会社 札幌市東区丘珠町５２０番地４

683 株式会社ブロードリーフ札幌営業所 札幌市東区北42条東15丁目1番1号　栄町ﾋﾞﾙ3階

684 株式会社フロンティア・サイエンス札幌支店 札幌市東区北28条東16丁目1-1Ｎ28セントラルビル

685 株式会社フロンティア 札幌市東区北48条東15丁目2-36

686 有限会社平清警備 札幌市東区北32条東18条8番11号

687 豊栄設備工業株式会社 札幌市東区北37条東28丁目９番12号

688 株式会社豊水設計 札幌市東区北３３条東１６丁目２番２号

689 ホーチキ㈱北海道支社 札幌市東区北１７条東４丁目１－７

690 ホームテック株式会社 札幌市東区北２１条東１３丁目１番１３号

691 ホクエイテクノ株式会社 札幌市東区北２５条東１５丁目３－６

692 株式会社ホクエイ 札幌市東区北丘珠２条３丁目２番３０号

693 北央坂本電設有限会社 札幌市東区北丘珠２条１丁目２番２３号

694 北央道路工業株式会社 札幌市東区北８条東１丁目１番３５号

695 北央道路工業株式会社札幌工事事務所 札幌市東区東雁来13条4丁目3番

696 北昭興業㈱札幌事業所 札幌市東区東雁来394番地

697 株式会社北清 札幌市東区北丘珠５条４丁目732番地51

698 北新マテリアル株式会社 札幌市東区北３７条東２７丁目３番１号

699 北清企業株式会社 札幌市東区北丘珠５条４丁目５番７号

700 株式会社北星技研 札幌市東区北３３条東５丁目２番１７号

701 北清商事株式会社 札幌市東区北丘珠４条４丁目３番１２号

702 北長金日米建材株式会社 札幌市東区北丘珠４条３丁目１２番１号



703 株式会社北土開発札幌支店 札幌市東区北８条東１４丁目４番１

704 北都建材株式会社 札幌市東区北２６条東９丁目３９９番地

705 株式会社北斗工業札幌営業所 札幌市東区北37条東10丁目2番15号　B101

706 株式会社ほくねん東営業所 札幌市東区東苗穂８条２丁目１４番２５号

707 株式会社北友 札幌市東区北３７条東２７丁目７－１

708 株式会社北友建材事業部 札幌市東区北２７条東２１丁目１番１号

709 株式会社北洋銀行北十五条支店 札幌市東区北１５条東１５丁目４－１０

710 株式会社北洋銀行光星支店 札幌市東区北１０条東７丁目１番１０号

711 株式会社北洋銀行栄町支店 札幌市東区北４１条東１５丁目２番７号

712 北洋建設株式会社 札幌市東区北２０条東１２丁目６番１５号

713 株式会社北洋装建 札幌市東区東苗穂4条3丁目2番44号

714 北陽ビジネスフォーム株式会社 札幌市東区伏古８条２丁目２番２１号

715 北洋美装工業株式会社 札幌市東区伏古７条２丁目４番24号

716 株式会社北陽北海道支社 札幌市東区北４１条東３丁目３番１０号

717 株式会社北陸銀行苗穂支店 札幌市東区北１３条東７丁目５番１号

718 株式会社北陸銀行ローンプラザさっぽろ 札幌市東区北24条東15丁目1-15

719 株式会社ホクレン商事店舗事業本部 札幌市東区北49条東15丁目723-1

720 ホクレン農業協同組合連合会道央支店 札幌市東区本町１条９丁目２番８号

721 ホクレン農業総合研究所 札幌市東区北６条東７丁目３７５番地

722 株式会社保健科学研究所札幌営業所 札幌市東区北２２条東７丁目１番２５号

723 ホシザキ北海道株式会社札幌北営業所 札幌市東区北16条東19丁目1番地35号

724 ホシザキ北海道株式会社札幌西営業所 札幌市東区北16条東19丁目1番地35号

725 株式会社北海教育評論社 札幌市東区本町１条１丁目１番１１号

726 株式会社北海教材社 札幌市東区北２２条東１丁目３番５号

727 北海グラスロン株式会社 札幌市東区北８条東16丁目１番地

728 北海サポート株式会社 札幌市東区北42条東15丁目1-1　栄町ﾋﾞﾙ6F

729 北海自動車工業株式会社タイヤ部 札幌市東区本町1条10丁目1番1号

730 北海スリーボンド株式会社 札幌市東区北２７条東２２丁目４番１号

731 北海荘建株式会社 札幌市東区北２４条東１丁目１番３５号

732 北海テック株式会社 札幌市東区北23条東５丁目34番地

733 北海電気工事株式会社札幌電力保守センター 札幌市東区東苗穂５条１丁目５番８号

734 有限会社北海道アーム 札幌市東区北24条東9丁目2番23号

735 北海道秋山造園株式会社 札幌市東区北３７条東１６丁目３番１号１

736 株式会社北海道アマダ 札幌市東区北15条東18丁目１－21

737 株式会社北海道アルバイト情報社北営業所 札幌市東区北３１条東１丁目３番２１号

738 株式会社北海道インテック 札幌市東区北6条東3丁目3番地1

739 株式会社北海道宇部 札幌市東区東苗穂１条１丁目２番３７号

740 北海道エア・ウォーター株式会社札幌メディカルサービスセンター 札幌市東区北丘珠３条３丁目２番１６号

741 北海道衛生工業株式会社 札幌市東区丘珠町６４７番地５

742 北海道オリンピア株式会社 札幌市東区丘珠町５１６番地７

743 株式会社北海道技術コンサルタント 札幌市東区苗穂町４丁目２番８号

744 有限会社北海道機設 札幌市東区中沼町６６番250

745 北海道軌道施設工業株式会社 札幌市東区北６条東４丁目１－４NE６･４ビル２F

746 北海道共伸特機株式会社 札幌市東区丘珠町307番地



747 ㈱北海道銀行プライベートバンキングセンター札幌東 札幌市東区北24条東8丁目3番5号美香保支店内

748 株式会社北海道グリーンメンテナンス 札幌市東区北丘珠４条３丁目１０－２０

749 株式会社北海道クレオ 札幌市東区伏古13条3丁目15番6号

750 北海道警察札幌方面東警察署 札幌市東区北１６条東１丁目３番１５号

751 北海道警察本部警備部航空隊 札幌市東区栄町９６４番地

752 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 札幌市東区東雁来13条４丁目１－１

753 北海道ジェイ・アール運輸サポート株式会社 札幌市東区北６条東４丁目１番４

754 株式会社北海道ジェイ・アール商事 札幌市東区北６条東４丁目１－４　ＮＥ６・４ビル４Ｆ

755 株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発 札幌市東区北６条東４丁目１－４ＮＥ６・４ビル３Ｆ

756 北海道酒類販売株式会社広域流通支社 札幌市東区東雁来９条３丁目２番１号

757 北海道酒類販売株式会社札幌支社 札幌市東区東苗穂５条１丁目６－１

758 有限会社北海道新聞厚地販売所 札幌市東区北31条東12丁目1番5号

759 有限会社北海道新聞下橋販売所 札幌市東区北16条東14丁目２番18号

760 有限会社北海道新聞中田専売所 札幌市東区北11条東３丁目２－10

761 北海道スバル株式会社札幌北店 札幌市東区北３５条東１丁目５番１号

762 北海道スバル株式会社札幌東店 札幌市東区東苗穂４条３丁目２番９２号

763 北海道スポーツ専門学校１号館 札幌市東区北１１条東６丁目１－３０

764 北海道セキスイファミエス株式会社 札幌市東区東苗穂５条１丁目２－１

765 株式会社北海道第一興商 札幌市東区北１１条東１丁目１番１号

766 株式会社北海道中央自動車学校 札幌市東区北２５条東１丁目１番１７号

767 北海道中央食糧株式会社 札幌市東区北8条東2丁目1番25号

768 北海道通商株式会社 札幌市東区東雁来２条１丁目２番４６号

769 北海道電力ネットワーク株式会社札幌支店電力部 札幌市東区東苗穂５条１丁目５番８号

770 北海道特殊自販株式会社 札幌市東区北丘珠4条4丁目3番20号

771 北海道トンボ株式会社 札幌市東区北６条東５丁目１番７

772 北海道日産自動車株式会社 札幌市東区北１９条東１丁目２番２０号

773 北海道日産自動車株式会社北店 札幌市東区北１９条東１丁目２番２０号

774 北海道日産自動車株式会社東店 札幌市東区東雁来４条１丁目１番８号

775 北海道日産自動車株式会社フォーク・マリーン部 札幌市東区北１９条東１丁目２番５号

776 北海道農林土木コンサルタント株式会社 札幌市東区北24条東３丁目３番10号

777 株式会社北海道日立 札幌市東区北５条東５丁目１番地11

778 北海道日野自動車株式会社 札幌市東区東苗穂２条３丁目２番１５号

779 北海道ビルウェア株式会社 札幌市東区北18条東18丁目１番15号

780 株式会社北海道ブブ札幌本部 札幌市東区東苗穂５条２丁目６－１０

781 北海道古川電気工業株式会社 札幌市東区北丘珠４条４丁目２番60号

782 北海道ベンディング株式会社本社 札幌市東区東雁来１３条４丁目１番１号

783 ㈱北海道保健企画ライフサポートひまわり 札幌市東区伏古11条1丁目1番35号

784 北海道三菱自動車販売株式会社北１９条店 札幌市東区北１９条東１丁目３番１号

785 北海道三菱自動車販売株式会社東店 札幌市東区伏古１１条５丁目１番４６号

786 北海道三菱電機販売株式会社 札幌市東区北２４条東２丁目５番１５号

787 ㈱北海道メディカルソリューション 札幌市東区東雁来６条２丁目４番８号

788 株式会社北海道モリタ 札幌市東区苗穂町１３丁目２番１７号

789 北海道有機農業協同組合札幌事務所 札幌市東区東雁来５条１丁目２番３０号２番10号

790 株式会社北海道吉村 札幌市東区北４６条東１７丁目２番６号



791 北海道立札幌高等技術専門学院 札幌市東区北２７条東１６丁目１番１号

792 北海道旅客鉄道株式会社苗穂工場 札幌市東区北５条東１３丁目

793 北海道旅客鉄道株式会社苗穂運転所 札幌市東区北4条東16丁目

794 株式会社北海メディカル 札幌市東区北２６条東６丁目２番１号

795 北海道ガス株式会社 札幌市東区北７条東２丁目１番１号

796 株式会社北給販 札幌市東区本町１条１０丁目３－２０

797 北光営繕株式会社 札幌市東区北４７条東１８丁目２番５号

798 北工電気株式会社札幌支店 札幌市東区本町２条３丁目４番２６号

799 株式会社北舗 札幌市東区北２３条東１８丁目２番３号コルメナビル２F

800 株式会社ホリイ 札幌市東区北丘珠６条４丁目２番１０号

801 株式会社ホンダカーズ札幌中央東苗穂店 札幌市東区東苗穂４条３丁目２番１号

802 株式会社ホンダ四輪販売北海道環状通東店 札幌市東区北１７条東２０丁目４番１号

803 ホンダ四輪販売北海道北３８条店 札幌市東区北３８条東１丁目３番５号

804 株式会社ホンダ四輪販売北海道百合が原店 札幌市東区北５１条東１５丁目４番３号

805 マーガレットサービス株式会社 札幌市東区北１３条東８丁目１番１０号

806 前田工繊株式会社札幌支店 札幌市東区北１９条東４丁目２－１０

807 株式会社巻工務店 札幌市東区東苗穂５条３丁目６番４３号

808 株式会社マキタ札幌営業所 札幌市東区伏古１条２丁目６－２６

809 マサル工業株式会社札幌営業所 札幌市東区北30条東18丁目６番10号

810 マスプロ電工㈱札幌支店 札幌市東区北２１条東１６丁目１番６号

811 株式会社マツイ札幌支店 札幌市東区北33条東10丁目５－５

812 松原産業㈱札幌営業所 札幌市東区北丘珠３条３丁目１番５５号

813 株式会社松原米穀 札幌市東区東雁来１１条３丁目２－１

814 丸井産業株式会社札幌営業所 札幌市東区東苗穂５条３丁目７－６３

815 株式会社丸一泉商店伏古営業所 札幌市東区伏古3条2丁目2-20

816 株式会社丸一泉商店 札幌市東区北９条東５丁目１番１号

817 株式会社丸井増井工務店 札幌市東区北３４条東６丁目１－６

818 丸功協栄工業株式会社 札幌市東区北４８条東７丁目２番２２号

819 株式会社マルコシ 札幌市東区北４０条東３丁目１－５

820 マルサン塗料株式会社 札幌市東区苗穂町１５丁目２－１７

821 丸信信和設備工業株式会社 札幌市東区北３０条東９丁目３番２４号

822 株式会社丸真藤田工務店 札幌市東区北３９条東２１丁目３番地

823 株式会社丸大建産 札幌市東区東苗穂１１条３丁目１５番１５号

824 株式会社丸竹計電社 札幌市東区北丘珠４条３丁目６５９番５５

825 株式会社丸竹竹田組 札幌市東区本町２条５丁目７番１０号

826 株式会社丸千代山岡家 札幌市東区東雁来７条１丁目４－３２

827 株式会社丸豊豊和建設 札幌市東区丘珠町４９９番地１０６号

828 丸菱建設株式会社 札幌市東区北３３条東５丁目２番２３号

829 株式会社丸洋鈴木組 札幌市東区北４９条東９丁目１番２号

830 株式会社丸和青山工業 札幌市東区中沼西１条１丁目３－５

831 三笠製薬株式会社札幌支店 札幌市東区北３３条東３丁目２番２３号

832 美鈴コーヒー株式会社札幌支店 札幌市東区北８条東１５丁目１－７

833 三井住建道路株式会社北海道支店道央営業所 札幌市東区東雁来町３６６番地６９

834 株式会社三ッ輪商会札幌支社 札幌市東区北１２条東９丁目３番２８号



835 ミナト医科学株式会社札幌営業所 札幌市東区北20条東7丁目2番15号

836 宮脇グループホールディングス株式会社 札幌市東区北８条東１丁目1番35号

837 ㈱ミライト・モバイル・イースト 札幌市東区伏古５条５丁目４番１５号

838 未来のアグリ株式会社 札幌市東区北１９条東４丁目２番１０号

839 株式会社ムービーングワーク 札幌市東区北４５条東１６丁目１－１２

840 株式会社ムネカタ 札幌市東区本町２条８丁目２番６号

841 株式会社村瀬鉄工所　札幌工場 札幌市東区北丘珠5条4丁目4番55号

842 ムラテック販売株式会社北海道支店 札幌市東区北３７条東２７丁目１番１４号

843 株式会社村本金属札幌支店 札幌市東区北３４条東１９丁目１－４３

844 明治フレッシュネットワーク株式会社　北海道支社 札幌市東区苗穂町１４丁目２番１号

845 明治ミルクステーション東宅配センター 札幌市東区苗穂町14丁目2番1号

846 株式会社明電エンジニアリング北海道支店 札幌市東区北１３条東６丁目１番２３号

847 株式会社明電舎北海道支店 札幌市東区北１３条東６丁目１番２３号

848 株式会社女澤建設 札幌市東区中沼町181-1

849 株式会社モード・アライブ 札幌市東区北25条東14丁目3－12　MODE.BLD2階

850 株式会社モトーレン札幌 札幌東支店 札幌市東区東苗穂5条3丁目2－1

851 野外科学株式会社 札幌市東区苗穂町１２丁目２番３９号

852 安田興業株式会社 札幌市東区東苗穂３条１丁目８番１４号

853 ㈱ヤブ原札幌営業所 札幌市東区北十一条東17丁目1-3

854 山下通信電設有限会社 札幌市東区北３６条東１９丁目２番２４号

855 株式会社山田硝子店札幌支店 札幌市東区北３６条東２０丁目２－５７

856 山田機械工業株式会社札幌支店 札幌市東区東雁来７条２丁目８－２３

857 株式会社山調住建コンサルタント 札幌市東区北８条東８丁目２－１

858 ヤマトプロテック株式会社札幌支店 札幌市東区北２７条東１９丁目１番１号

859 株式会社山長中島組 札幌市東区北２１条東３丁目１番２０号

860 株式会社山本忠信商店札幌営業所 札幌市東区北11条東3丁目3番地8

861 株式会社山吉髙島造園 札幌市東区伏古７条２丁目２番５号

862 株式会社結城電気工事 札幌市東区北３５条東１８丁目４番１１号

863 株式会社ゆうちょ銀行札幌東店 札幌市東区北２５条東１６丁目１－１３

864 ユカロン札幌株式会社 札幌市東区伏古3条5丁目4番7号

865 雪印ビーンスターク株式会社北海道支店 札幌市東区苗穂町６丁目１番１号

866 雪印メグミルク株式会社北海道統括支店 札幌市東区苗穂町６丁目１番１号

867 株式会社ユキタ 札幌市東区北３６条東１５丁目３－１５

868 株式会社ユニ 札幌市東区北２３条東６丁目５番２０号

869 株式会社ユニテックス北海道支社 札幌市東区北６条東３丁目３－１

870 ㈱ユニマットライフ札幌営業所 札幌市東区北１５条東１４丁目３番１６号

871 株式会社ユニマットライフレンタル札幌営業所 札幌市東区東雁来6条2丁目1－1

872 株式会社ユヤマ札幌営業所 札幌市東区伏古１０条４丁目４番２１号

873 幼保連携型認定こども園おかだまのもり 札幌市東区北３７条東２７丁目１番１号

874 幼保連携型認定こども園せいめいのもり 札幌市東区北１０条東１４丁目２番８号

875 よつば家庭医療クリニック 札幌市東区北12条東4丁目1番1号

876 よつ葉乳業株式会社北海道支店 札幌市東区苗穂町１１丁目３番３６号

877 株式会社ライフサクライ 札幌市東区北２４条東２１丁目６番１１号

878 ライラック興業株式会社 札幌市東区東雁来９条３丁目１番３０号



879 株式会社ライン 札幌市東区伏古10条2丁目10－15

880 ラサ商事株式会社札幌支店 札幌市東区北２４条東１５丁目４番１０号

881 陸上自衛隊丘珠駐屯地 札幌市東区丘珠町１６１番地

882 陸上自衛隊北海道補給処苗穂支処 札幌市東区苗穂町７丁目

883 株式会社ＬＩＸＩＬトータル販売札幌支店 札幌市東区北37条東28丁目5番10号

884 株式会社ＬＩＸＩＬ北海道支社 札幌市東区北８条東１０丁目１－１

885 リコージャパン株式会社札幌東サービスステーション 札幌市東区北１６条東１７丁目３－２３

886 リノベーション株式会社 札幌市東区北8条東1丁目1－40

887 株式会社リヴィノールシステム 札幌市東区伏古11条１丁目１－15

888 リベラルソリューション株式会社札幌支社 札幌市東区北6条東4-1-7　ｄeＡＵＮＥさっぽろ10Ｆ

889 株式会社りんゆう観光 札幌市東区北９条東２丁目１－８

890 留萌信用金庫札幌支店 札幌市東区北20条東16丁目2番5号

891 株式会社レアックス 札幌市東区北２４条東１７丁目１番１２号

892 株式会社レンセル 札幌市東区東雁来７条２丁目１３番１号

893 六興通信工業株式会社 札幌市東区東苗穂５条１丁目７番１３号

894 ワールドネットレンタカー㈱札幌営業所 札幌市東区北１０条東３丁目２番４５号

895 株式会社ワイズマン札幌福祉支店 札幌市東区北７条東３丁目２８番地３２井門札幌東ビル６Ｆ

896 和田精密歯研株式会社札幌営業所 札幌市東区北45条東16丁目1番18号

897 渡辺パイプ株式会社札幌東サービスセンター 札幌市東区北２０条東１６丁目２－１

898 有限会社ワンズ 札幌市東区苗穂町１０丁目１－４５


