
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アークネット 札幌市西区八軒１０条西１２丁目２番１２号

2 アーチホーム建設株式会社 札幌市西区八軒１０条西１２丁目２－２７

3 (株)アーバンヤマイチ 札幌市中央区北3条西23丁目1番30号

4 株式会社アイチコーポレーション北日本支店 札幌市西区発寒１４条４丁目２番７０号

5 Ｉ･Ｔ･Ｏ株式会社北海道営業所 札幌市中央区北9条西23丁目2番2号

6 ITフレックス株式会社札幌支店 札幌市中央区北１０条西２３丁目２－１５

7 株式会社アイテス 札幌市西区発寒１４条４丁目３－１０

8 アイテックス株式会社 札幌市西区発寒11条12丁目2番56号

9 ㈱アイビージェイ北海道支社 札幌市中央区北５条西２５丁目４－１　５２５MMビル８階

10 アイペット損害保険㈱札幌支店 札幌市西区二十四軒1条1丁目1－12　北洋ビル301

11 アイムス旭山公園 札幌市中央区双子山４丁目３番８号

12 株式会社　相和建設 札幌市西区平和443番地２

13 ㈱秋田銀行宮の沢支店 札幌市西区発寒6条11丁目1－1　新道北口ビル1階

14 株式会社アクア　整骨・はりきゅうアクア治療院 札幌市西区山の手３条２丁目５番８号アクア山の手３階

15 株式会社アクティオ札幌西営業所 札幌市西区発寒12条14丁目1073番地10

16 朝倉土建工業株式会社 札幌市西区平和３１８番地９１

17 ㈱アサノ札幌営業所 札幌市西区発寒15条14丁目3番54号

18 味の素冷凍食品株式会社北海道営業部 札幌市西区二十四軒１条４丁目６番１１号

19 ㈱ASFON TRUST NETWORK 札幌事務所 中央区南1条西23丁目1－8チサンマンション札幌第8－804

20 アヅマ石油荷役サービス株式会社札幌営業所 札幌市西区西野２条７丁目１番６号

21 アドバンス株式会社 札幌市西区発寒８条７丁目８番３号

22 株式会社アルト技研 札幌市西区発寒６条１１丁目１－１

23 株式会社アルファ技研 札幌市西区西町南２１丁目２番１１号

24 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 札幌市西区発寒９条１４丁目５１６番３３６

25 アルフレッサ㈱札幌支店 札幌市西区二十四軒３条４丁目１番１号

26 安全センター株式会社 札幌市中央区北8条西26丁目3番3号

27 株式会社イーアンドエム 札幌市西区発寒１６条１４丁目６番１号

28 株式会社Ｅ保険プランニング札幌支店 札幌市中央区北３条西28丁目２－１サンビル４Ｆ

29 イオンディライト株式会社北海道支社 札幌市中央区北１２条西２３丁目２番５号SDC北１２条ビル３階

30 イカリ設備株式会社 札幌市西区発寒9条14丁目516番地158

31 池添商事株式会社 札幌市西区発寒５条２丁目６４番地

32 株式会社池広 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７

33 イコマ北海道株式会社札幌西店 札幌市西区発寒１３条１３丁目４番４５号

34 石狩森林管理署 札幌市中央区宮の森３条７丁目７０番

35 石倉営繕工業株式会社 札幌市西区発寒１４条１丁目１番２５号

36 石屋商事株式会社 札幌市西区宮の沢2条2丁目11－36

37 石屋製菓株式会社 札幌市西区宮の沢２条２丁目１１番３６号

38 株式会社一印岩崎商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

39 株式会社イチマル渋谷 札幌市中央区北１３条西２０丁目

40 一鱗共同水産株式会社 札幌市中央区北８条西２０丁目３８

41 一般財団法人日本気象協会北海道支社 札幌市中央区北４条西２３丁目１番１８号

42 一般財団法人日本森林林業振興会札幌支部 札幌市中央区宮の森４条４丁目１番５号

＜西警察署＞



43 一般財団法人北海道電気保安協会札幌支部第２事業部 札幌市西区発寒６条１２丁目６番１１号

44 伊藤製缶工業株式会社 札幌市西区発寒１４条１３丁目２番１号

45 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１２条西２０丁目１番２８号

46 株式会社伊藤法夫商店 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７

47 ㈱イトマンスイミングスクールイトマンスイミングスクール宮の森 札幌市中央区北３条西27丁目１－１

48 医療法人渓仁会札幌西円山病院 札幌市中央区円山西町４丁目７番２５号

49 医療法人耕仁会札幌太田病院 札幌市西区山の手５条５丁目１番地

50 医療法人札幌山の上病院 札幌市西区山の手６条９丁目１番１号

51 医療法人讃生会宮の森記念病院 札幌市中央区宮の森３条７丁目５番２５号

52 医療法人社団青葉 札幌市中央区宮の森３条１丁目１－３８

53 医療法人社団青葉あおぞら訪問看護ステーション 札幌市西区二十四軒3条7丁目1番24号

54 医療法人社団明日佳札幌宮の沢脳神経外科病院 札幌市西区西町南20丁目1番30号

55 医療法人社団恵和会指定居宅介護支援事業所えん 札幌市中央区宮の森１２３７番地１

56 医療法人社団恵和会宮の森病院 札幌市中央区宮の森１２３７番地１

57 医療法人札幌西の峰病院 札幌市西区平和2条5丁目10番1号

58 医療法人社団腎誠会さっぽろ内科・腎臓内科クリニック 札幌市西区西町北20丁目2番12号SR宮の沢メディカルⅡビル

59 医療法人社団静和会静和記念病院 札幌市西区八軒5条東5丁目1番1号

60 医療法人社団静和会　介護老人保健施設エル・クォール平和 札幌市西区平和２条１丁目２番５号

61 医療法人社団静和会訪問看護ステーション「ことに」 札幌市西区琴似１条５丁目１番１０号

62 医療法人社団静和会平和リハビリテーション病院 札幌市西区平和３０６番地１

63 医療法人社団明生会イムス札幌消化器中央総合病院 札幌市西区八軒２条西１丁目１番１号

64 医療法人秀友会在宅部 札幌市西区発寒１４条１２丁目２番２２号

65 イワタニセントラル北海道株式会社西営業所 札幌市西区発寒12条5丁目3-3

66 岩橋印刷株式会社 札幌市西区西町南18丁目１番34号

67 株式会社岩本林蔵商店 札幌市中央区北１１条西２１丁目１番１８号

68 株式会社上坂紙店 札幌市西区八軒６条東３丁目１番４号

69 ウエハラ産業株式会社 札幌市西区発寒17条14丁目3-5

70 潮物産株式会社札幌支店 札幌市西区発寒12条12丁目2-1

71 エア・ウォーター・テクノサプライ株式会社 札幌市西区発寒１７条１３丁目１番７０号

72 エア・ウォーター・ライフソリューション㈱道央支店札幌西営業所 札幌市西区発寒１７条１３丁目１番７０号

73 栄光通信機株式会社 札幌市西区発寒１０条２丁目５番４３号

74 永大紙業株式会社 札幌市西区八軒１０条西１２丁目

75 株式会社エーティック 札幌市西区二十四軒１条５丁目６番１号

76 株式会社江上 札幌市中央区北５条西２６丁目１番５号

77 株式会社エスディ・メンテナンス 札幌市西区発寒１５条４丁目１０－２３

78 株式会社エスピー工研 札幌市西区発寒17条14丁目１番38号

79 エスビー食品株式会社北海道支店 札幌市西区琴似１条６丁目４番３号札幌琴似第一ビル３階

80 エスフーズ株式会社札幌営業所 札幌市西区発寒17条４丁目938－28

81 ＮＸ商事株式会社札幌支店札幌ＬＰガス事業所 札幌市西区二十四軒４条１丁目１番８号

82 NXエネルギー北海道株式会社 札幌市西区二十四軒４条１丁目１番８号

83 ＮＸ商事株式会社札幌支店札幌ＬＰガス事業所 札幌市西区二十四軒４条１丁目１番８号

84 株式会社NTT東日本－北海道設備部サービス運営部門 札幌市中央区宮の森２条１丁目１番４５号

85 株式会社Ｎフィールド訪問看護ステーションデューン札幌西 札幌市西区琴似１条２丁目７番１号ライオンズプラザ琴似１０４

86 株式会社エネサンス北海道HSショップ 札幌市西区二十四軒１条３丁目２番１２号



87 株式会社エネサンス北海道中央ガスショップ 札幌市西区二十四軒１条３丁目２番１２号

88 株式会社エバーコンサル 札幌市西区二十四軒１条４丁目2番35号

89 エビコ－株式会社 札幌市西区二十四軒３条２丁目６番２１号

90 株式会社エンパイアー札幌手稲支店 札幌市西区宮の沢１条５丁目２３番４３号

91 株式会社エンパイアー札幌発寒支店 札幌市西区発寒１６条２丁目３－３０

92 王子山室古紙センター株式会社 札幌市西区発寒８条５丁目１－１

93 株式会社ＯＳＩ 札幌市西区発寒10条2丁目2－6

94 株式会社大島塗装店 札幌市西区発寒３条２丁目４－１８

95 株式会社オーシャンシステム宅配事業部北海道支店 札幌市西区発寒１０条２丁目５番２６号

96 株式会社大谷商店 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７

97 大槻食材株式会社札幌店 札幌市中央区北１０条西２３丁目２番１０号

98 株式会社オートバックスセブン北海道営業部 札幌市中央区宮の森３条６丁目２番１５号

99 大林道路株式会社道央営業所 札幌市西区発寒9条14丁目516-334

100 株式会社小樽屋 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

101 小野青果株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

102 小野寺燃料株式会社 札幌市西区八軒１０条西３丁目４番３０号

103 株式会社オフィスエヌアーク 札幌市西区発寒10条5丁目1番5号101

104 株式会社オリエンタル警備 札幌市西区琴似４条１丁目１－１コルテナⅠ４－Ａ

105 カ一加藤水産株式会社 札幌市中央区北８条西２４丁目

106 介護老人保健施設セージュ山の手 札幌市西区山の手４条５丁目３－１

107 カクイ協和産業株式会社発寒ＬＰガスサービスセンター 札幌市西区発寒１４条１４丁目１番６０号

108 カゴメ株式会社北海道支店 札幌市中央区北８条西２３丁目２番１０号

109 学校法人愛基学園札幌円山幼稚園 札幌市中央区北２条西２３丁目１番１０号

110 学校法人近代学園発寒にこりんこども園 札幌市西区発寒５条３丁目８番12号

111 学校法人幸明学園幸明幼稚園 札幌市西区八軒６条西７丁目２番３０号

112 学校法人札幌大蔵学園西野札幌幼稚園 札幌市西区西野３条２丁目３番１号

113 学校法人寿光学園　宮の森幼稚園 札幌市中央区宮の森９０４番地７

114 学校法人西野学園西野桜幼稚園 札幌市西区西野４条６丁目１１番１５号

115 学校法人西野学園西野第２桜幼稚園 札幌市西区西町北１８丁目４番１５号

116 学校法人発寒学園あづま幼稚園 札幌市西区発寒１６条４丁目３番７０号

117 学校法人盤渓学園ばんけい幼稚園 札幌市中央区盤渓４１５番地１３

118 学校法人藤原学園札幌ルンビニー幼稚園 札幌市西区二十四軒４条２丁目６番１７号

119 学校法人北海大谷学園札幌大谷第二幼稚園 札幌市中央区大通西２１丁目３番１８号

120 学校法人森本学園琴似中央幼稚園 札幌市西区八軒９条西２丁目４番１

121 学校法人山の手学園インターナショナル山の手幼稚園 札幌市西区山の手２条３丁目１番１５号

122 学校法人山の手学園平和幼稚園 札幌市西区平和３条８丁目１番１号

123 加藤舗道工業株式会社 札幌市西区福井４６６番地２３

124 金井建設工業株式会社 札幌市西区八軒１０条東３丁目７番１５号

125 ㈱カナモリ 札幌市西区福井10丁目11－3

126 曲〆髙橋水産株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目１番１０号

127 株式会社兼富平田商店 札幌市中央区北１８条西６丁目２０

128 株式会社カネマル中西商店 札幌市中央区北１３条西２０丁目

129 株式会社曲森森下商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

130 カメイオート北海道株式会社西支店 札幌市西区宮の沢２条４丁目４番５０号



131 ㈱ガモウ北海道統括本部 札幌市西区発寒14条2丁目10－9

132 河上水産株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番１号

133 （株）環境テクニカルサービス 札幌市西区発寒９条９丁目１番３８号

134 関光電設株式会社 札幌市中央区北６条西２３丁目１番１２号

135 株式会社神田芳雄商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

136 株式会社かんぽ生命保険札幌支店札幌西郵便局かんぽサービス部 札幌市西区山の手５条１丁目３－１

137 株式会社北一藏重商店 札幌市西区二十四軒１条２丁目１－７

138 北ガスサービス株式会社カスタマーセンター札幌検針西 札幌市西区八軒２条東４丁目１－30パーティハウス２Ｆ

139 北ガスサービス株式会社水道検針西事務所 札幌市西区八軒１条東４丁目１－１１泰伸ビル３階

140 北ガスフレアスト株式会社フレアスト西 札幌市西区二十四軒２条７丁目２番２１号

141 株式会社北弘電社 札幌市中央区北１１条西２３丁目２番１０号

142 北沢産業株式会社札幌支店 札幌市西区西町北16丁目6番20号

143 北第百通信電気株式会社 札幌市中央区南５条西２２丁目２番１２号

144 北日本エースセンター株式会社 札幌市西区二十四軒４条５丁目１番８号

145 北日本食品販売株式会社 札幌市西区山の手３条１１丁目１番１４号

146 北日本測地　株式会社 札幌市中央区南４条西25丁目１番27号

147 北原工業株式会社 札幌市西区西野２条８丁目１－１第三宏友ハイツ115号室

148 北菱産業埠頭㈱燃料部桑園灯油配送センター 札幌市西区二十四軒２条１丁目１番１１号

149 キッセイ薬品工業(株)札幌支店 札幌市西区八軒５条東４丁目５－４３

150 株式会社木浪鉄筋工業 札幌市西区発寒１４条２丁目１番２４号

151 株式会社紀文食品北海道支社 札幌市西区琴似３条１丁目１番２０号

152 協栄産業株式会社北海道支店 札幌市中央区北６条西２４丁目１番３１号

153 協栄特殊ガラス興業株式会社 札幌市西区発寒15条４丁目２番１号

154 共同企業体札幌西アスコン 札幌市西区発寒１６条１２丁目１番２７号

155 協同組合札幌木工センター 札幌市西区発寒７条９丁目４番３３号

156 協和印刷株式会社 札幌市西区発寒１４条１４丁目２番５０号

157 株式会社協和機械製作所 札幌市西区発寒１５条１２丁目３番２５号

158 今日和株式会社 札幌市西区発寒15条12丁目4番40号

159 株式会社極東コンサルタント 札幌市西区二十四軒１条２丁目３番９号

160 株式会社極洋札幌支社 札幌市中央区北１２条西２０丁目１番２６号第二丸果ビル４階

161 勤医協札幌西区病院 札幌市西区西町北１９丁目１番５号

162 勤医協西在宅総合センター 札幌市西区西町北１９丁目１番５号

163 銀のさら札幌西野店 札幌市西区西野１条３丁目２－１西宏ビル１F

164 株式会社國上工務店 札幌市西区発寒１７条４丁目１番４５号

165 株式会社グラン北海道　発寒デイサービスセンター 札幌市西区発寒4条3丁目3番30号

166 株式会社グリーンハウジング本社 札幌市西区二十四軒２条５丁目１５番１号

167 株式会社クリーンリバー 札幌市西区西野１条１丁目１０番１号

168 桑原冷熱工業株式会社札幌支店 札幌市西区発寒１０条１２丁目１番５５号

169 有限会社ケアアシスト 札幌市西区西町北２丁目３番３号

170 株式会社ケアネット徳洲会デイサービス徳洲会札幌西 札幌市西区西野７条３丁目２番７号

171 ケーオー産業株式会社札幌営業所 札幌市西区発寒６条４丁目２番２２号

172 ケンコーマヨネーズ株式会社札幌支店 札幌市中央区北１２条西２３丁目２番５号SDC北１２条ビル

173 株式会社健壮院 札幌市西区西野３条１丁目３番１０号

174 株式会社恒栄工業 札幌市西区二十四軒２条７丁目２番２１号



175 公益財団法人鉄道弘済会札幌南藻園 札幌市中央区界川1丁目6番14号

176 公益財団法人北海道学校給食会 札幌市西区八軒9条西11丁目1番5号

177 株式会社香貴札幌営業本部 札幌市西区八軒７条西１１丁目１番４８号

178 株式会社剛建築工房 札幌市西区西野５条９丁目２番１６号

179 株式会社公清企業発寒営業所 札幌市西区発寒１７条１４丁目３番地３５

180 株式会社工成舎 札幌市西区発寒１３条１２丁目３番４５号

181 株式会社光生舎光生舎クリーナース西営業所 札幌市西区発寒４条１丁目２－１

182 株式会社光生舎リースキン事業部 札幌市西区発寒８条１０丁目４番２７号

183 株式会社コウナン 札幌市西区西野３条１０丁目８番１号

184 公南山明建設株式会社札幌支店 札幌市西区平和２条６丁目４番２１号

185 弘北電気工事株式会社 札幌市西区平和３条７丁目３番１８号

186 興和セントラル株式会社 札幌市西区西野９条４丁目６－３４

187 弘和電気株式会社 札幌市中央区南３条西２０丁目２番１２号

188 株式会社コードデザイン 札幌市西区西野３条７丁目３番１４号

189 コープさっぽろ配食事業部札幌西センター 札幌市西区八軒１０条西１０丁目１－４０

190 国際興業株式会社宮の森営業所 札幌市中央区宮の森２条１０丁目３番１８号

191 株式会社国際造園土木 札幌市西区西野５条６丁目10番14号

192 寿産業株式会社発寒工場 札幌市西区発寒１３条１２丁目２番１３号

193 コニシ工営株式会社 札幌市西区発寒１６条４丁目１番３０号

194 株式会社コバヤシ商材部型枠事業所 札幌市西区発寒１５条１２丁目１番３０号

195 株式会社小林創業 札幌市西区八軒９条西９丁目１－５２

196 小松ウオール工業株式会社札幌支店 札幌市西区発寒１６条４丁目１番１１号

197 株式会社コムズ 札幌市西区山の手5条1丁目1番23号

198 株式会社小森コーポレーション北海道営業所 札幌市中央区北８条西26丁目３－７

199 株式会社コンサドーレ 札幌市西区宮の沢２条３丁目４番１号

200 坂栄養食品株式会社 札幌市西区二十四軒３条７丁目３番２２号

201 株式会社栄建設札幌営業所 札幌市西区発寒１１条１１丁目４番２３号

202 坂水産株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目　札幌市中央卸売市場水産棟

203 株式会社坂ノ下興業 札幌市西区福井４丁目１－５

204 サザエ食品株式会社 札幌市中央区宮の森４条１丁目１番３５号

205 株式会社サジェコ 札幌市西区八軒９条東５丁目１番２８号

206 サスオール株式会社 札幌市西区発寒１０条１２丁目２番１号

207 札幌アポロ株式会社西営業所 札幌市西区八軒９条東４丁目２番１号

208 札幌ガス株式会社 札幌市西区発寒５条４丁目１番１号

209 株式会社札幌カンリセンター 札幌市中央区北５条西２６丁目１番５号

210 札幌協同振興株式会社 札幌市西区八軒１条東１丁目５番１２号

211 札幌高級鋳物株式会社 札幌市西区発寒１３条１２丁目２－１

212 札幌シーフーズ株式会社 札幌市中央区北14条西18丁目１番18号ＳＳＦ57ビル

213 札幌市環境局環境事業部西清掃事務所 札幌市西区発寒１５条１４丁目２番１号

214 札幌市下水道河川局事業推進部西部下水管理センター 札幌市西区八軒９条西７丁目１番３０号

215 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター 札幌市西区八軒９条西７丁目１番６５号

216 札幌市児童相談所 札幌市中央区北７条西26丁目１－１

217 札幌市消防学校 札幌市西区八軒10条西13丁目

218 札幌市水道局給水部西部配水管理課 札幌市西区八軒６条西２丁目１番５号



219 札幌市西部市税事務所 札幌市西区琴似３条１丁目１番２０号

220 札幌市中央区土木部 札幌市中央区北１２条西２３丁目２番５号ＳＤＣ北１２条ビル２階

221 札幌市動物管理センター 札幌市西区八軒９条東５丁目１番３１号

222 札幌市西区第１地域包括支援センター 札幌市西区二十四軒４条５丁目１１番１４号

223 札幌市西区第２地域包括支援センター 札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３宮の沢ビル402号

224 札幌市西区土木センター 札幌市西区西野２９０番地１０

225 札幌市西区役所 札幌市西区琴似２条７丁目１番１号

226 札幌市西消防署 札幌市西区発寒１０条４丁目

227 札幌市農業協同組合 札幌市中央区北１０条西２４丁目１番１０号

228 札幌市農業協同組合琴似支店 札幌市西区八軒１条東１丁目５番１１号

229 札幌市農業協同組合西町支店 札幌市西区西町北６丁目１番１０号

230 札幌酒精工業株式会社 札幌市西区発寒１０条１丁目１番１号

231 株式会社札幌振興公社 札幌市中央区北12条西23丁目２番５号

232 株式会社札幌振興公社大倉山事業部 札幌市中央区宮の森１２７４

233 有限会社札幌すこやか介護サービス 札幌市西区西野４条８丁目１番66号

234 札幌第一清掃株式会社 札幌市西区二十四軒４条２丁目２番１号

235 札幌宅商株式会社西支店 札幌市西区琴似１条３丁目３番12号しなねん琴似ビル２Ｆ

236 札幌中央アスコン共同企業体 札幌市西区福井４９５番地１

237 札幌電鉄工業株式会社 札幌市西区発寒13条13丁目1番10号

238 株式会社札幌道伸 札幌市西区発寒１５条４丁目１－７

239 札幌塗装工業株式会社 札幌市中央区宮の森２条９丁目１番１０号

240 札幌トヨタ自動車株式会社琴似支店 札幌市中央区宮の森３条１丁目１番４６号

241 札幌トヨタ自動車株式会社西野店 札幌市西区西野３条２丁目１番１１号

242 札幌トヨタ自動車株式会社八軒店 札幌市西区八軒６条西10丁目１番７号

243 札幌トヨタ自動車㈱レクサス宮の森 札幌市西区二十四軒１条７丁目２番１８号

244 札幌トヨペット株式会社琴似店 札幌市西区二十四軒３条７丁目４番２１号

245 札幌トヨペット㈱発寒店 札幌市西区発寒１３条３丁目７番４８号

246 札幌西税務署 札幌市西区発寒４条１丁目７番１号

247 札幌西訪問看護ステーション 札幌市西区琴似２条２丁目１番５号高道ビル２階

248 札幌日産自動車㈱くるまるく西 札幌市西区西町北１６丁目１番８号

249 札幌日産自動車株式会社西店 札幌市西区西町南１２丁目１番３５号

250 札幌日産自動車株式会社発寒店 札幌市西区発寒１４条１１丁目１番３号

251 札幌日産自動車株式会社宮の森店 札幌市中央区宮の森１条１丁目１番地

252 札幌バルナバフーズ株式会社 札幌市西区八軒６条西10丁目３番15号

253 札幌ボデー工業株式会社 札幌市西区発寒15条13丁目４番60号

254 株式会社札幌三星 札幌市西区八軒10条西6丁目1番46号

255 札幌みらい中央青果株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

256 札幌山の手高等学校 札幌市西区山の手２条８丁目５番１２号

257 佐藤水産株式会社本社 札幌市中央区宮の森３条１丁目５番４６号

258 佐藤包装紙器株式会社 札幌市西区八軒１条東５丁目３番４号

259 株式会社佐野重機 札幌市西区発寒５条５丁目３番１２号

260 有限会社爽コーポレーション　さわやかサポートサービス 札幌市西区発寒１１条１丁目９番４４号

261 株式会社三愛商興 札幌市西区西野8条3丁目3－47

262 三王建設興産株式会社 札幌市西区西野２条２丁目５番７号



263 三喜工業株式会社 札幌市西区八軒五条東２丁目７－２０

264 株式会社サンクレエ 札幌市中央区北12条西23丁目２番５号ＳＤＣ北12条ビル

265 株式会社さんけい 札幌市西区八軒１０条西１２丁目２番４８号

266 三城美装株式会社 札幌市中央区南６条西２０丁目１番１６号

267 サンショク産業株式会社 札幌市西区発寒１１条３丁目６番２８号

268 サンダイヤ株式会社札幌支店 札幌市西区西町南１３丁目２番１号

269 山藤三陽印刷株式会社 札幌市西区宮の沢１条４丁目１６番１号

270 三和土質基礎株式会社 札幌市西区二十四軒４条５丁目１１番１０号

271 シーピー化成株式会社札幌営業所 札幌市西区発寒6条11丁目1-1

272 ㈱J-オイルミルズ北海道支店 札幌市西区二十四軒1条4丁目6番11号

273 ㈱ジェイティエヌ札幌 札幌市西区西野1条3丁目2番8号

274 有限会社島崎建具工業 札幌市西区八軒１０条西１１丁目２番３号

275 シミズ産業株式会社 札幌市西区二十四軒２条７丁目２番２５号

276 株式会社シメイチ松原商店 札幌市中央区北９条西２３丁目２番２２

277 シャープエネルギーソリューション株式会社北海道営業部 札幌市西区二十四軒１条７丁目３－１７

278 シャープサポートアンドサービス株式会社札幌フィールドセンター 札幌市西区二十四軒１条７丁目３番１７号

279 シャープファイナンス株式会社北海道支店 札幌市西区二十四軒１条７丁目３番１７号

280 シャープマーケティングジャパン株式会社 札幌市西区二十四軒１条７丁目３番１７号

281 社会医療法人　孝仁会　北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６番１号

282 社会医療法人社団カレスサッポロ介護老人保健施設けあ・ばんけい 札幌市中央区盤渓232番地７

283 社会医療法人北腎会坂泌尿器科病院 札幌市西区八軒２条西４丁目１－１

284 社会福祉法人渓仁会西円山敬樹園 札幌市中央区円山西町４丁目３番２０

285 社会福祉法人宏友会 札幌市西区宮の沢４９０番地

286 社会福祉法人　さくら会 札幌市西区発寒１７条３丁目４番３０号

287 社会福祉法人札幌育成園 札幌市西区山の手４４４番地

288 社会福祉法人札幌緑花会 札幌市西区山の手３条１２丁目３番１２号

289 社会福祉法人札幌恵友会介護老人福祉施設たんぽぽの丘 札幌市中央区南８条西２６丁目１番１号

290 社会福祉法人札幌この実会　この実支援センター 札幌市西区西野９６９番地

291 社会福祉法人札幌三和福祉会 札幌市西区発寒７条９丁目４番４７号

292 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会西事業所 札幌市西区琴似１条６丁目４番３号札幌琴似第１ビルディング

293 社会福祉法人清恵会特別養護老人ホーム三陽 札幌市西区八軒５条西８丁目５番１号

294 社会福祉法人禎心会ケアセンター山の手 札幌市西区山の手４３３番地の１

295 社会福祉法人ＮＩＫＯＲＩ 札幌市西区二十四軒4条6丁目２－７

296 社会福祉法人西平和会特別養護老人ホーム五天山園 札幌市西区平和５４番地３

297 社会福祉法人宮の沢福祉会介護老人保健施設ぴあケアさくら 札幌市西区小別沢９７番地

298 社会福祉法人　光の森学園 札幌市中央区盤渓２５９番地の５

299 社会福祉法人光の森学園生活介護事業所霖雨の邑 札幌市中央区円山西町８丁目６番１６号

300 社会福祉法人光の森学園生活介護事業所千種の邑 札幌市西区西野６条３丁目１２番１号

301 社会福祉法人杜の会介護老人保健施設平和の杜 札幌市西区平和420番地

302 社団法人札幌市身体障害者福祉協会 札幌市西区二十四軒２条６丁目１番１号

303 宗教法人東方之光北海道地区 札幌市西区二十四軒4条2丁目8-31

304 宗教法人北海道神宮 札幌市中央区宮ヶ丘４７４番地

305 株式会社十丸中川青果 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号札幌市中央卸売市場内

306 株式会社常口アトム琴似中央店 札幌市西区琴似２条２丁目１番１０号ことにＮビル１階



307 株式会社常口アトム札幌琴似支店 札幌市西区琴似1条4丁目4番21号

308 株式会社常口アトム札幌西・手稲管理センター 札幌市西区琴似２条２丁目１番１０号ことにＮビル２階

309 株式会社常口アトム円山駅前店 札幌市中央区大通西２４丁目１番１０号

310 株式会社常口アトム円山公園店 札幌市中央区南１条西２７丁目１番３５号

311 株式会社常口アトム宮の沢店 札幌市西区発寒６条９丁目３番１号

312 株式会社庄司商店 札幌市西区琴似４条４丁目

313 株式会社ジョイフルホーム 札幌市西区琴似2条1丁目2－1　4階

314 株式会社昭和プラント 札幌市西区八軒6条西1丁目8－22

315 昭和レーベル印刷工業株式会社 札幌市西区発寒１６条１４丁目４－１０

316 株式会社ジョンソンホームズ 札幌市西区八軒４条東５丁目１－１

317 新工電気株式会社 札幌市中央区南４条西２４丁目１番１号

318 株式会社新生 札幌市西区二十四軒１条６丁目３番９

319 晋南貿易株式会社本社 札幌市中央区北７条西25丁目３番１号

320 新日建設株式会社 札幌市西区発寒１５条１丁目１番１６号

321 新明和工業㈱パーキングシステム事業部メンテナンス本部札幌営業所 札幌市西区二十四軒１条７丁目２番３９号

322 株式会社伸和ホールディングス 札幌市西区二十四軒２条３丁目２－３６

323 有限会社菅井商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

324 ㈱すかいらーくレストランツガスト札幌西野店 札幌市西区西の3条3丁目2－1

325 すこやかサポート（有） 札幌市西区宮の沢１条５丁目２３番４８号ＭＳ村上Ⅰ１０３号

326 株式会社スズキ自販北海道スズキアリーナ八軒 札幌市西区八軒３条西１丁目１番３号

327 株式会社鈴木商会札幌西事業所 札幌市西区発寒１５条１３丁目３番１号

328 株式会社鈴木東建 札幌市西区発寒9条10丁目2番10号

329 株式会社スターマンプロジェクト 札幌市中央区南２条西25丁目１番２号

330 株式会社須田製版 札幌市西区二十四軒２条６丁目１番８号

331 株式会社ストロベリーコーンズナポリの窯円山店 札幌市中央区北７条西２４丁目２－１－１０１

332 砂原設備工業株式会社 札幌市西区宮の沢２条３丁目１０番２号

333 スミタスＲｅホーム株式会社 札幌市中央区宮の森３条１丁目４番１号

334 住友不動産販売株式会社札幌西営業センター 札幌市西区琴似２条２丁目２番２３号モンブリック琴似Ⅱ１階

335 住友不動産販売株式会社円山公園営業センター 札幌市中央区南１条西２５丁目１番２１号

336 住友林業株式会社住宅・建築事業本部札幌支店 札幌市西区二十四軒４条２丁目１番２９号

337 住友林業ホームエンジニアリング株式会社札幌事務所 札幌市西区二十四軒４条２丁目１－２９

338 住友林業ホームテック株式会社札幌支店 札幌市西区二十四軒４条２丁目１番２９号

339 生活介護事業所ほしのみ 札幌市西区発寒17条3丁目1－1

340 生活介護事業所O・H・G（おはぎ） 札幌市中央区北８条西２３丁目２－２２イベール８２３

341 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部札幌中央センター 札幌市中央区北９条西２３丁目１番２０号

342 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部札幌西センター 札幌市西区八軒１０条西１０丁目１番４０号

343 世紀東急工業株式会社札幌再生合材工場 札幌市西区発寒１０条１４丁目１０６８番地３

344 世紀東急工業株式会社北海道支店 札幌市西区発寒１０条１４丁目１０６７番地７

345 静明館訪問看護ステーションののはなそらいろサテライト 札幌市西区西町北11丁目2－12　セレーナ西町503号室

346 株式会社星和 札幌市西区二十四軒１条４丁目５番１６号

347 セコム株式会社札幌西支社 札幌市西区宮の沢１条３丁目１２番１５号

348 セコム株式会社札幌宮の森支社 札幌市西区二十四軒２条４－６－２３　エクセルシュール二十四軒

349 創新建設株式会社 札幌市西区福井２丁目１番３号

350 双豊電気株式会社 札幌市中央区北２条西２６丁目１番１６号



351 株式会社ソーシン鋼業 札幌市西区発寒１７条１４丁目３番３０号

352 空知総合振興局札幌建設管理部事業室事業課 札幌市西区西野３条１丁目１番２０号

353 ソリトン・コム株式会社 札幌市中央区盤渓３６５番地

354 株式会社ソレイズ レイズ体操クラブ宮の沢 札幌市西区発寒6条8丁目7－1

355 SOMPOケア株式会社SOMPOケア札幌発寒訪問看護 札幌市西区発寒６条４丁目６番３号

356 ＳＯＭＰＯケア株式会社ＳＯＭＰＯケア札幌発寒 札幌市西区発寒６条４丁目６番３号

357 SOMPOケア㈱SOMPOケア札幌発寒居宅介護支援 札幌市西区発寒6条4丁目6番3号

358 ＳＯＭＰＯケア札幌発寒訪問介護 札幌市西区発寒６条４丁目６番３号

359 第一環境株式会社札幌事務所 札幌市西区八軒６条西２丁目１－５

360 第一建興江島株式会社札幌西営業所 札幌市西区発寒14条２丁目４番５号

361 第一ペット商事株式会社 札幌市中央区南１０条西２０丁目１－３８

362 大功建設株式会社 札幌市西区発寒１６条１３丁目１０２０番地４２６

363 大幸水産株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番１号

364 大光電設株式会社 札幌市西区八軒９条西５丁目５番１号

365 大黒自工株式会社札幌工場 札幌市西区発寒15条3丁目927番地6

366 株式会社大五ドライクリーニング 札幌市西区八軒１０条西１２丁目２番２３号

367 大商産業株式会社 札幌市西区八軒５条東１丁目４－23

368 大成実業株式会社 札幌市西区発寒１５条１２丁目１番２０号

369 大成ロテック株式会社道央営業所 札幌市西区福井７丁目１２番５号

370 大善建設株式会社八軒事業所 札幌市西区八軒９条西９丁目１番３１号

371 ダイチ工営株式会社 札幌市西区二十四軒３条６丁目１－８　鈴建ビル３階

372 大東工業株式会社 札幌市中央区北４条西２７丁目１番５号

373 Dynabook株式会社北海道支店 札幌市西区二十四軒１条７丁目３番１７号

374 有限会社ダイヤテック 札幌市西区発寒６条９丁目１７番１５号

375 大陽日酸北海道㈱札幌事業所 札幌市西区発寒１６条１３丁目７番１号

376 大和冷機工業㈱札幌西営業所 札幌市西区二十四軒３条１丁目１番３１号水戸ビル５F

377 タカラベルモント㈱北海道理美容営業所 札幌市中央区南2条西20丁目1番1号

378 株式会社滝川自工西工場 札幌市西区発寒15条13丁目2番18号

379 株式会社拓殖設計 札幌市中央区南５条西２３丁目２番７号

380 株式会社武田設備工務店 札幌市西区発寒１６条１３丁目５番６号

381 株式会社武田測量設計事務所 札幌市西区八軒１０条東１丁目５番８号

382 株式会社ダスキンすずらん 札幌市西区西野１条９丁目１５番６号

383 株式会社ダスキン北海道地域本部 札幌市西区八軒７条東５丁目１－１５

384 株式会社ダスキンミスタードーナツ北海道地域支部 札幌市西区八軒７条東５丁目１番１５号

385 株式会社ダッシュ 札幌市西区西町南19丁目4-10

386 株式会社タツノ北海道支店 札幌市中央区北９条西２４丁目４番１５号

387 タニケン工業株式会社 札幌市西区八軒１０条西２丁目４番２０号

388 株式会社田西設計コンサル 札幌市西区八軒６条西７丁目２番８号

389 ダンロップタイヤ北海道株式会社札幌支店札幌西営業所 札幌市西区発寒15条14丁目３－３４

390 teamEllc合同会社E-care訪問看護ステーション 札幌市中央区円山西町3丁目3番15号

391 株式会社チャーリービィ 札幌市西区山の手４条１丁目１番２４－２０１

392 中央バス商事株式会社 札幌市西区二四軒３条７丁目２番39号

393 中大実業株式会社 札幌市中央区北９条西２４丁目３－１２

394 株式会社厨房ファクトリー 札幌市西区八軒10条西11丁目１番41号



395 中立工業株式会社 札幌市西区福井４７５番１

396 株式会社長栄通建 札幌市西区八軒10条西12丁目2番58号

397 彫刻グラビヤ札幌株式会社 札幌市西区八軒６条西１０丁目１番３５号

398 千代田サービス販売株式会社 札幌市西区西町南１丁目２番１号

399 株式会社two.seven 札幌市中央区宮の森1条6丁目2－15

400 株式会社つうけん道央事業部札幌事業所 札幌市西区八軒10条西12丁目６－24

401 ツクイ札幌西野 札幌市西区西野8条2丁目13-37

402 株式会社ツクイ札幌八軒 札幌市西区八軒３条東４丁目５番１４号

403 TOA株式会社札幌営業所 札幌市中央区北１条西20丁目１番27号井門札幌N120ビル

404 ＤＣＭホーマック株式会社発寒追分通店 札幌市西区発寒９条１４丁目５１６番地２１０

405 株式会社TDモバイル北海道支店 札幌市西区宮の沢１条５丁目１番７号

406 株式会社ティーピーパック 札幌市西区八軒９条西６丁目２番４号

407 テーブルマーク株式会社札幌支店 札幌市西区二十四軒３条１丁目１－３１水戸ビル２F

408 株式会社鉄工団地自動車学園 札幌市西区発寒１６条１３丁目１番１０号

409 株式会社デンソーセールス北海道西サービスセンター 札幌市西区八軒10条西11丁目１－５０

410 ㈱東栄住宅札幌営業所 札幌市中央区宮ヶ丘2－1－2ヒルサイドテラスビル1階

411 道央車輌株式会社 札幌市西区発寒１４条１１丁目１番３０号

412 東海澱粉（株）札幌量販事業所 札幌市西区二十四軒２条３－２－３６

413 東芝インフラシステムズ株式会社電機サービスセンター北海道支店 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

414 東芝ＩＴサービス株式会社 札幌市西区琴似４条２丁目１－２

415 東芝インフラシステムズ株式会社北海道支社 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

416 東芝エルイーソリューション株式会社北海道支店 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

417 東芝デジタルソリューションズ株式会社北海道支社 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

418 東芝プラントシステム株式会社北海道支店 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

419 東芝ライテック株式会社北海道営業部 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号コルテナⅡ

420 株式会社道新販売センター宮の森販売所 札幌市西区山の手2条4丁目5－16

421 株式会社道新たちばな 札幌市西区西野7条7丁目1番15号

422 道電工事株式会社 札幌市西区発寒６条８丁目１番２１号

423 東邦車輌株式会社 札幌市西区二十四軒１条７丁目２番39号

424 東洋インキ北海道株式会社 札幌市西区西町南１１丁目１番３６号

425 東洋冷蔵株式会社札幌支店 札幌市西区発寒１６条１３丁目３番１０号

426 東洋ロードメンテナンス㈱発寒事業所 札幌市西区発寒13条14丁目1080番地29

427 株式会社トオダ 札幌市西区西町南8丁目6－6

428 トキコシステムソリューションズ株式会社北海道支店 札幌市西区発寒１７条１４丁目１０８６番地４０

429 株式会社特殊衣料 札幌市西区発寒14条14丁目2番40号

430 特定非営利活動法人在宅生活支援サービスホーム花凪 札幌市西区平和２条４丁目１１番４７号

431 特定非営利活動法人サポート二十四 札幌市西区宮の沢１条２丁目６－３－２Ｆ

432 特定非営利活動法人ライズ 札幌市西区発寒１６条１４丁目６番１号

433 特定非営利活動法人ひなた 札幌市西区発寒６条13丁目３－52

434 特別養護老人ホームはっさむはる 札幌市西区発寒11条1丁目3－20

435 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部 札幌市西区二十四軒４条１丁目４番１号

436 凸版印刷株式会社東日本事業本部北海道事業部 札幌市西区二十四軒４条１丁目１番３０号

437 トッパン・フォームズ株式会社北海道営業本部 札幌市西区二十四軒４条１丁目１番３０号

438 鳥羽機興株式会社 札幌市西区発寒１５条１丁目１番１１号



439 富安株式会社札幌支店 札幌市西区発寒10条12丁目1－10

440 トヨタＬ＆Ｆ札幌株式会社発寒営業所 札幌市西区発寒１３条１４丁目１０８０番地１２

441 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック西 札幌市西区西町南１０丁目１番３２号

442 トヨタカローラ札幌株式会社二十四軒店 札幌市西区二十四軒３条２丁目１番25号

443 トヨタカローラ札幌株式会社八軒店 札幌市西区八軒5条西10丁目5番1号

444 株式会社ナースエナジー 札幌市西区二十四軒１条７丁目２－６－１０５

445 株式会社ナインホールディングス 札幌市中央区南２条西25丁目１－２

446 ナカ工業株式会社東北・北海道事業部 札幌市西区発寒１６条１３丁目２番５０号

447 株式会社ナカジマ薬局 札幌市中央区北１０条西２４丁目２番１５号

448 株式会社永谷園札幌支店 札幌市中央区北１条西２０丁目１－２７井門札幌Ｎ１２０ビル5階

449 永浜クロス株式会社西支店 札幌市西区八軒７条西８丁目２番２２号

450 中峰建設株式会社 札幌市中央区南５条西２７丁目２番１１号

451 中村工業株式会社 札幌市西区発寒13条４丁目13－12

452 中屋敷左官工業株式会社 札幌市中央区南5条西26丁目1－27

453 中山技術コンサルタント株式会社 札幌市西区発寒１７条１４丁目２番８号

454 株式会社ナシオ 札幌市西区八軒９条西１０丁目４４８番地９

455 株式会社なの花北海道 札幌市中央区北１０条西２４丁目３番地

456 ナブコシステム株式会社札幌支店 札幌市西区八軒９条西１丁目１番２０号

457 株式会社滑川商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目

458 鳴海電設株式会社 札幌市西区発寒１条３丁目１３番２０号

459 株式会社新潟屋 札幌市西区二十四軒２条２丁目１番地

460 ニシオレントオール北海道㈱札幌西営業所 札幌市西区発寒10条14丁目１０６９－１

461 株式会社西原商会札幌支店 札幌市西区発寒15条14丁目4番60号

462 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター八軒東 札幌市西区八軒７条東５丁目4－46

463 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター八軒 札幌市西区八軒１０条西６丁目５番１号

464 ニチエイエンジニアリング株式会社 札幌市西区八軒6条西1丁目8番22号

465 株式会社ニチエネ札樽給油所 札幌市西区西町南16丁目1番1号

466 日美装建株式会社 札幌市西区八軒５条東５丁目２番15号

467 日米礦油株式会社札幌営業所 札幌市西区発寒16条13丁目５－１

468 ニック株式会社札幌営業所 札幌市西区西野３条９丁目１０番４０号

469 日産部品北海道販売株式会社札幌西店 札幌市西区発寒１６条２丁目３番１号

470 日産部品北海道販売株式会社 札幌市西区発寒１６条２丁目３番１号

471 日産プリンス札幌販売株式会社皆来宮の沢 札幌市西区発寒８条１４丁目５１６－１０

472 株式会社日信 札幌市西区発寒１５条３丁目３番４７

473 日新ガラス興業株式会社 札幌市西区発寒１５条４丁目１２番１号

474 日通札幌運輸㈱東事業部発寒センター 札幌市西区発寒10条14丁目1069-7

475 日鉄テックスエンジ株式会社札幌北都電計センター 札幌市西区発寒１２条１２丁目２番５０号

476 日東ベスト株式会社札幌支店 札幌市中央区北５条西２４丁目

477 日本新薬株式会社札幌支店 札幌市西区二十四軒４条５丁目１０番１号ローヤル琴似３階

478 日本郵便株式会社札幌西郵便局第三集配営業部 札幌市西区山の手５条１丁目３番１号

479 日本郵便株式会社札幌西郵便局第一集配営業部 札幌市西区山の手５条１丁目３番１号

480 日本郵便㈱札幌西郵便局第二集配営業部 札幌市西区山の手５条１丁目３番１号

481 株式会社ニヘイ 札幌市西区宮の沢１条１丁目１番３０号

482 日本仮設株式会社 札幌市西区発寒１６条１４丁目６番５０号



483 ㈱日本管財環境サービス発寒事業所 札幌市西区発寒15条14丁目2番30号　発寒破砕工場内

484 有限会社日本クリーン 札幌市中央区南１条西２２丁目１番３号

485 株式会社日本ケアサプライ札幌西営業所 札幌市西区発寒９条14丁目516－339

486 日本ケーブル株式会社札幌支店 札幌市中央区宮の森４条１丁目３－２５

487 日本梱包資材㈱札幌営業所 札幌市西区八軒5条西4－4－14

488 日本体育施設株式会社北海道営業所 札幌市西区山の手６条７丁目２番１７号

489 日本地建株式会社 札幌市中央区北５条西２６丁目１番７号

490 株式会社日本ハウスホールディングス札幌支店 札幌市西区二十四軒３条４丁目１番８号

491 日本鍍金工業株式会社 札幌市西区発寒１３条１３丁目２－１

492 日本メディカルネクスト株式会社札幌営業所 札幌市中央区大通西25丁目1－2

493 日本メナード化粧品株式会社北海道支社 札幌市中央区北1条西20-1-26

494 日本ライナー株式会社北海道支店 札幌市西区発寒１６条３丁目１番１９号

495 株式会社入福福田商店 札幌市西区二十四軒１条３丁目３

496 ネッツトヨタ札幌株式会社西町店 札幌市西区西町南１１丁目１番３０号

497 ネッツトヨタ札幌株式会社発寒店 札幌市西区発寒１４条３丁目１番５号

498 ネッツトヨタ道都株式会社 札幌市中央区宮の森４条１丁目３番１号

499 ネッツトヨタ道都株式会社広域営業部 札幌市中央区宮の森４条１丁目３番１号

500 ネッツトヨタ道都㈱中央店 札幌市中央区宮の森４条１丁目３番１号

501 ネッツトヨタ道都㈱U-MEGA山の手店 札幌市西区山の手１条１丁目３番３５号

502 株式会社ネットワークイン 札幌市西区八軒10条東４丁目２番18号

503 ハート株式会社札幌支店 札幌市西区西町北１８丁目１番１２号

504 白馬堂印刷株式会社 札幌市中央区北３条西２５丁目１番２１号

505 株式会社白洋舎札幌支店 札幌市西区山の手６条１丁目３－３４

506 株式会社橋本 札幌市西区八軒７条西１１丁目１－２

507 ㈱パスカル・プリンティング 札幌市西区発寒１６条１４丁目４番５号

508 株式会社ハタナカ昭和営業本部 札幌市中央区南６条西２４丁目１番２６号　ハタナカビル

509 幡本印刷株式会社 札幌市西区発寒１０条１４丁目１０６７番地３

510 八丸加藤株式会社札幌支店 札幌市西区二十四軒４条２丁目２番７号

511 株式会社花井組 札幌市西区西野８条５丁目７番１８号

512 株式会社パルテクノ 札幌市中央区北10条西24丁目3番地

513 パロス保険サービス株式会社 札幌市西区発寒15条13丁目1020番地173

514 株式会社パワー・ステーション西28丁目店 札幌市中央区北4錠西27丁目1-25　和洋ビル1階

515 株式会社バンザイ札幌支店 札幌市西区二十四軒１条７丁目３番１０号

516 範多機械株式会社札幌営業所 札幌市西区八軒10条西12丁目２－43

517 有限会社ビーブラッド札幌支店 札幌市西区二十四軒3条1丁目1-31水戸ビル2ＦＡ号

518 東日本フード株式会社北海道第一事業部札幌営業部 札幌市西区発寒１６条３丁目１番２７号

519 光ハイツ・ヴェラス琴似 札幌市西区二十四軒四条一丁目３番１号

520 久末弘信建設株式会社 札幌市西区発寒１０条２丁目６番１７号

521 株式会社日立産機システム北海道支社 札幌市西区琴似４条１丁目１番３０号

522 ㈱日立産機テクノサービス北海道事業所 札幌市西区琴似4条1丁目1－30

523 日立物流ダイレックス株式会社 札幌市西区発寒１０条１２丁目２番２０号

524 日詰工業株式会社 札幌市西区発寒１３条１２丁目３番２５号

525 日の出本田水産株式会社 札幌市西区八軒９条東１丁目１－４５

526 株式会社ビルメン日新 札幌市西区山の手２条１１丁目１３番地



527 株式会社ヒロミ産業 札幌市西区発寒１４条２丁目２番２１号

528 ピンネ株式会社 札幌市西区山の手１条８丁目１番26号

529 株式会社ファクター・ナイン 札幌市中央区南２条西25丁目１－２

530 株式会社ファクター・ナインサービス 札幌市中央区南2条西25丁目1番2号

531 株式会社ファブリック 札幌市西区西野10条7丁目1－50

532 福地機械工業株式会社 札幌市西区発寒１５条１３丁目２番４０号

533 株式会社フジマック札幌営業所 札幌市西区発寒８条７丁目１０番１２号

534 株式会社フジヤ田中商店 札幌市西区二十四軒３条２丁目７番３号

535 株式会社布施電気設備工事 札幌市西区福井10丁目４番１号

536 株式会社双葉屋 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７

537 株式会社プラザ 札幌市西区山の手7条6丁目5－15

538 ㈱フリースプラウト 札幌市西区八軒6条西4丁目2番1号

539 有限会社ふれあい保険工房 札幌市西区発寒６条７丁目１番３号

540 株式会社フレーベル館 札幌市西区二十四軒４条１－１－３０

541 株式会社フレンドリィ 札幌市西区福井１丁目９番１５号

542 ベル食品株式会社 札幌市西区二十四軒３条７丁目３番３５号

543 株式会社豊栄ガス設備 札幌市西区発寒７条１１丁目４番１５号

544 訪問看護ステーションいづみ 札幌市西区八軒9条東5丁目1－46ユール八軒202号

545 訪問看護ステーションやまのて 札幌市西区山の手３条６丁目４－６

546 株式会社ホクアイ 札幌市西区発寒１４条１２丁目１番

547 株式会社北医企画 札幌市西区八軒７条東５丁目１番５号

548 北央設備技研株式会社 札幌市西区西野７条９丁目８番１６号

549 北翔建材（株） 札幌市西区西町北３丁目１番

550 北水大協水産株式会社 札幌市西区八軒４条東４丁目１－１

551 北津建設株式会社 札幌市中央区北２条西２０丁目

552 ほくでんサービス株式会社札幌支店札幌西 札幌市西区宮の沢２条４丁目７番１５号

553 北電力設備工事株式会社　二十四軒事業部 札幌市西区二十四軒１条５丁目１－２

554 株式会社北都 札幌市西区発寒１４条５丁目３－１１

555 株式会社ホクドー本社 札幌市西区八軒９条西10丁目４番28号

556 北斗重工株式会社 札幌市西区発寒１５条１３丁目３－２０

557 ホクヤク株式会社 札幌市西区山の手１条１丁目１番３７号

558 ㈱ほくやくSPDセンター 札幌市西区発寒１５条１４丁目３番３号

559 株式会社ほくやく札幌西業務センター 札幌市西区発寒１０条３丁目１番１号

560 株式会社北洋銀行琴似中央支店 札幌市西区琴似２条５丁目１番１号

561 株式会社北洋銀行西町支店 札幌市西区西町南８丁目２番３７号

562 株式会社北洋銀行円山公園支店 札幌市中央区南１条西２４丁目１番１号

563 株式会社北洋銀行宮の沢支店 札幌市西区発寒６条10丁目１番27号

564 北陽工業株式会社 札幌市西区福井４７５番地９

565 北洋砂利株式会社 札幌市中央区北２条西２０丁目

566 北洋ビル管理株式会社 札幌市西区山の手３条７丁目１番５号

567 株式会社北陸銀行琴似支店 札幌市西区山の手２条１丁目５番１号

568 北菱産業埠頭㈱福井砕石所 札幌市中央区盤渓303番地1

569 ホクレン札幌生活用品総合センター 札幌市西区二十四軒１条１丁目

570 株式会社星塗装工業 札幌市西区西野２条９丁目４番１号



571 北海開発株式会社 札幌市西区発寒１５条１丁目１番１５号

572 株式会社北海技研工業 札幌市西区発寒１６条１３丁目２番１号

573 北海シーリング株式会社 札幌市西区発寒１１条１４丁目１０６７番地４

574 北海電気工事株式会社情報通信部 札幌市西区発寒１４条４丁目３番１０号

575 北海電気工事株式会社計測器部 札幌市西区発寒１４条１３丁目２番１２号

576 北海電気工事株式会社札幌支店 札幌市西区発寒１４条４丁目３番１０号

577 北海電気工事株式会社札幌支店技術グループ西技術センター 札幌市西区発寒14条４丁目３番10号

578 株式会社北海道朝日航洋 札幌市西区発寒８条１１丁目３番５０号

579 北海道味の素株式会社 札幌市西区二十四軒１条４丁目６番１１号

580 株式会社北海道イエローハット イエローハット八軒店 札幌市西区八軒６条西４丁目２番15号

581 北海道いすゞ自動車株式会社札幌西支店 札幌市中央区宮の森２条１丁目２番５５号

582 北海道運搬機株式会社 札幌市西区発寒１６条１３丁目７番１１号

583 北海道ガソン株式会社 札幌市西区平和３３５番地２

584 株式会社北海道気象技術センター 札幌市中央区北４条西２３丁目１－１８

585 株式会社北海道銀行琴似支店 札幌市西区山の手３条１丁目３番２２号

586 北海道銀行プライベートバンキングセンター札幌中央 札幌市中央区北１条西２４丁目２番１１号

587 ㈱北海道銀行リテール推進部プライベートバンキングセンター 札幌市西区山の手3条1丁目3番22号

588 株式会社北海道クボタ 札幌市西区西町北１６丁目１番１号

589 北海道警察札幌方面西警察署 札幌市西区西野２条５丁目３番６０号

590 北海道警察本部地域部自動車警ら隊 札幌市西区八軒１条西３丁目１番９号

591 北海道警察本部刑事部機動捜査隊 札幌市西区八軒１条西３丁目１番９号

592 北海道警察本部刑事部捜査第一課分室 札幌市西区八軒１条西３丁目

593 北海道警察本部刑事部捜査第二課分室 札幌市西区八軒１条西３丁目１－９

594 北海道警察本部交通部交通機動隊 札幌市西区八軒１条西３丁目１番９号

595 北海道警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課 札幌市西区八軒１条３丁目１番９号

596 北海道警察本部生活安全部生活経済課 札幌市西区八軒１条西３丁目１番９号

597 北海道警察本部総務部留置管理課琴似留置場 札幌市西区八軒１条西３丁目１番28号

598 北海道コカ･コーラボトリング株式会社札幌西事業所 札幌市西区発寒１６条１４丁目１番１号

599 北海道産業株式会社 札幌市西区西町北１７丁目１番１号

600 株式会社北海道シー・アイ・シー 札幌市西区西町南5丁目2番31

601 北海道ジェネリック株式会社 札幌市中央区北11条西24丁目1番6号

602 北海道車輌塗装株式会社 札幌市西区八軒9条西9丁目1番32号

603 株式会社北海道新聞佐藤販売所 札幌市西区八軒５条西１丁目１－４

604 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森３条７丁目７０番

605 北海道スイコー株式会社 札幌市西区宮の沢１条３丁目４－１２

606 北海道スバル株式会社 札幌市西区西町南１４丁目１－１

607 北海道スバル株式会社G-PARK札幌 札幌市西区西町北15丁目１番５号

608 北海道西濃運輸株式会社 札幌市西区発寒15条14丁目4－1

609 北海道赤十字血液センター 札幌市西区二十四軒２条１丁目１番２０号

610 株式会社北海道ダイエィテック 札幌市西区発寒８条１４丁目５１６番地２９３

611 北海道中央児童相談所 札幌市中央区円山西町２丁目１番１号

612 北海道電力ネットワーク(株)札幌西ネットワークセンター 札幌市西区宮の沢２条４丁目７番１５号

613 株式会社北海道東光興業所 札幌市西区発寒６条１４丁目２１番３号

614 北海道生コン圧送株式会社 札幌市西区二十四軒４条６丁目４番１１号



615 北海道日産自動車株式会社琴似店 札幌市西区宮の沢１条２丁目３番８号

616 株式会社北海道日水 札幌市西区二十四軒１条２丁目４番２５号

617 株式会社北海道ニューパック 札幌市西区八軒７条西９丁目１番２５号

618 北海道ベンディング株式会社札幌西事業所 札幌市西区発寒１６条１４丁目１番１号

619 北海道北三株式会社 札幌市西区発寒７条１１丁目５－２１

620 北海道マツダ販売株式会社琴似店 札幌市西区二十四軒３条１丁目３番１５号

621 北海道マツダ販売株式会社手稲ユ－カ－ランド 札幌市西区宮の沢２条４丁目４－４０

622 北海道マツダ販売株式会社西町店 札幌市西区西町北１７丁目１番６号

623 北海道三菱自動車販売株式会社西店 札幌市西区宮の沢２条４丁目１番２０号

624 北海道三菱自動車販売株式会社発寒店 札幌市西区発寒１３条１４丁目１０８０番地３４

625 株式会社北海道ライン興業 札幌市西区発寒９条９丁目１番３３号

626 北海道立心身障害者総合相談所 札幌市中央区円山西町２丁目１番１号

627 北海道旅客鉄道株式会社工務技術センター 札幌市西区二十四軒２条１丁目３番６０号

628 北海道旅客鉄道株式会社札幌設備所 札幌市西区二十四軒２条１丁目１３番４号

629 北海道旅客鉄道株式会社札幌電力所 札幌市西区二十四軒２条１丁目１３番４号

630 北海道旅客鉄道株式会社札幌保線所 札幌市西区二十四軒３条１丁目１１番５号

631 北海道労働金庫札幌西支店 札幌市西区西町北２０丁目１番１号

632 北海道ロードメンテナンス株式会社発寒事業所 札幌市西区発寒１５条１２丁目１番２５号

633 北海道民共済生活協同組合 札幌市中央区大通西２０丁目１番２号

634 北興化工機株式会社 札幌市西区発寒１２条１２丁目１番２０号

635 北包連株式会社 札幌市西区八軒５条西９丁目４番２８号

636 舗道工業株式会社 札幌市中央区宮の森２条１２丁目２番１１号

637 株式会社ほのぽの 札幌市西区発寒10条2丁目7番25号

638 株式会社ホンダ四輪販売北海道西町店 札幌市西区西町北１４丁目１番３号

639 株式会社ホンダ四輪販売北海道八軒東店 札幌市西区八軒６条東５丁目１番１９号

640 株式会社ホンダ四輪販売北海道　宮の森店 札幌市西区二十四軒３条７丁目２番２１号

641 株式会社ホンダ四輪販売北海道U-Select札幌 札幌市西区二十四軒１条７丁目１番１７号

642 株式会社本間解体工業 札幌市西区発寒１７条４丁目１番７４号

643 株式会社前川製作所北海道支店 札幌市西区二十四軒３条２丁目５番１号

644 株式会社マテック発寒支店 札幌市西区発寒12条13丁目２番52号

645 丸井水産株式会社 札幌市中央区北１３条西１９丁目３７番地の６５

646 丸一大西食品株式会社 札幌市西区二十四件２条２丁目２番２号

647 株式会社丸市宮本商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

648 丸海西沢株式会社 札幌市中央区北９条西１９丁目３５番地４３

649 丸果札幌定温倉庫株式会社本社事業所 札幌市中央区北12条西20丁目1番26号

650 株式会社丸上上野商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目2番2号

651 丸北三建工業株式会社 札幌市中央区南８条西２２丁目４番８号

652 株式会社マルキンサトー発寒事業所 札幌市西区発寒13条13丁目3－50

653 丸佐建機株式会社 札幌市西区八軒１０条西１３丁目２

654 株式会社マルサチ和幸工業 札幌市西区小別沢４６番地１

655 株式会社丸三北栄商会 札幌市西区八軒９条西１０丁目１番６６号

656 丸賞木下洗業株式会社 札幌市西区八軒７条西１１丁目１番５０号

657 丸水札幌中央水産株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目２－１

658 株式会社丸誠本田誠一商店 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７



659 丸大大館水産株式会社 札幌市西区八軒３条東３丁目５番６号

660 丸大食品株式会社札幌営業所 札幌市西区宮の沢１条２丁目１０番２号

661 株式会社丸髙三信堂 札幌市中央区北２条西２０丁目１番２８号

662 丸高水産株式会社 札幌市西区八軒７条西１０丁目１番１２号

663 丸ト青果株式会社 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

664 丸共農産商事株式会社 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７

665 丸中中津川水産株式会社 札幌市中央区北１３条西１９丁目１番１－３０４

666 マルハ産業（株）札幌営業所 札幌市西区二十四軒２条１丁目１－３０

667 有限会社丸八庄田商会 札幌市西区発寒１７条１４丁目１番４５号

668 マルハニチロ畜産株式会社 札幌市西区西町北１８丁目１番１号

669 丸豊カトウ工業株式会社 札幌市西区発寒７条１４丁目１４番２６号

670 マルホン北英建設株式会社 札幌市西区八軒10条西11丁目3－10

671 まるみ水産株式会社 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７

672 丸芳建設株式会社 札幌市西区八軒６条東１丁目１番２号

673 マリンフーズ株式会社営業本部東部営業部北海道事業所 札幌市中央区北１２条西２０丁目札幌中央卸売市場水産棟3階

674 三浦工業株式会社札幌支店 札幌市西区発寒５条４丁目８番１１号

675 三井住建道路株式会社北海道支店 札幌市中央区南１条西２５丁目１番１号

676 三井食品株式会社北海道支社 札幌市西区発寒１６条３丁目１番６０号

677 株式会社みつはし鉄筋工業 札幌市西区八軒６条東３丁目６番１６号

678 三菱重工機械システム株式会社 札幌市西区発寒７条１３丁目１番４８号

679 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう札幌西支店 札幌市西区八軒９条西１１丁目１番４６号

680 宮ノ丘幼稚園 札幌市西区宮の沢４９０番地１１

681 宮の森商事株式会社 札幌市西区二十四軒３条７丁目２－３９

682 未来工業株式会社札幌営業所 札幌市西区発寒１３条１３丁目２番３５号

683 ミライフ北海道株式会社 札幌市西区八軒６条西１１丁目１番１号

684 美和電気工業㈱北海道支社 札幌市西区二十四軒１条２丁目４番３８号

685 株式会社ムトウ札幌西支店 札幌市西区西野２条２丁目５－１８

686 株式会社村田塗料店 札幌市西区八軒１０条西１２丁目１－１０

687 株式会社明光電建 札幌市西区発寒６条１４丁目７番１７号

688 明治ミルクステーション西宅配センター 札幌市西区西野１０条７丁目１０番１１号

689 株式会社メディカルシステムネットワーク 札幌市中央区北１０条西２４丁目３

690 株式会社モトーレン札幌 札幌西支店 札幌市西区西宮の沢1条4丁目1番3号

691 株式会社モトーレン札幌 MINI宮の森 札幌市西区二十四軒1条7丁目2－10

692 株式会社森哲 札幌市中央区北１２条西２０丁目

693 株式会社モロオ札幌北営業所 札幌市西区発寒１４条１３丁目１０２０番地３２

694 株式会社モロオ札幌西営業所 札幌市西区発寒１４条１３丁目１０２０番地３２

695 株式会社モロオ発寒物流センター 札幌市西区発寒１４条１３丁目１０２０番地３２

696 株式会社八洲機電 札幌市西区琴似２条２丁目４番１０号

697 安田株式会社札幌支店 札幌市西区発寒15条13丁目4番28号

698 株式会社ヤナセ札幌東北営業本部札幌西支店 札幌市西区西町南１５丁目１番３２号

699 ヤブシタ冷熱設備株式会社 札幌市中央区北6条西23丁目1－12

700 株式会社山石石田商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番2号

701 有限会社山内電機 札幌市西区福井472－2

702 山内ビニール加工㈱札幌支店 札幌市西区琴似１条３丁目１番５号



703 株式会社山カ葛西 札幌市中央区北１２条西２０丁目２－２

704 有限会社山カ増井商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２－２

705 有限会社ヤマキ木内商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

706 株式会社山岸金属 札幌市西区発寒１６条１３丁目６番１５号

707 株式会社山サ本間商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目２－２

708 山田産業株式会社 札幌市西区福井４８７番地

709 株式会社やまた水産 札幌市中央区北９条西２０丁目１番２１号

710 ヤマチ産業株式会社ホテル事業部札幌ホテルヤマチ 札幌市西区琴似１条３丁目３番６号

711 株式会社山二辻商店 札幌市中央区北１２条西２０丁目2番2号

712 株式会社ヤマプラス札幌営業所 札幌市西区西町北５丁目６番１７号

713 株式会社山星屋北海道支店 札幌市西区琴似３条１丁目１番２０号コトニ３・１ビル４階

714 (株)やまもく 札幌市西区八軒８条東１丁目２－１０

715 ＵＤトラックス北海道株式会社札幌西支店 札幌市西区発寒１１条１２丁目１番４０号

716 祐徳薬品工業株式会社北海道支店 札幌市西区琴似2条4丁目1－24　ヤマチビル

717 ユテクジャパン株式会社北海道営業所 札幌市西区発寒10条6丁目３－１

718 横田設備工業株式会社 札幌市西区発寒13条13丁目３番30号

719 ㈱ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー札幌西営業所 札幌市西区発寒９条１４丁目５１６－１１９

720 株式会社横山造園 札幌市西区発寒６条５丁目５番３号

721 株式会社吉田食販 札幌市西区二十四軒1条3丁目11

722 株式会社吉本電業社 札幌市西区山の手３条７丁目１番３７号

723 米内青果株式会社 札幌市中央区北１３条西２２丁目３８７

724 ライフケアサービス株式会社キノウアップ八軒 札幌市西区八軒５条東４丁目５番52号ホワイトパレスビル１階

725 株式会社ライム 札幌市中央区北5乗西25丁目4番1号

726 ㈱楽和ケアセンタ－リハビリデイ楽和発寒 札幌市西区発寒6条7丁目2番3号1階

727 ㈱ラビット・カーネットワーク札幌宮の森店 札幌市西区二十四軒3条7丁目1－19

728 株式会社ＬＩＧ.ガス 札幌市中央区南２条西25丁目１－２

729 株式会社リズムアート 札幌市西区発寒9条14丁目516－188

730 株式会社リハ・イノベーション 札幌市西区西野3条10丁目9番23号

731 株式会社Ｌｉv.Ｄｅsｉgn 札幌市西区琴似２条３丁目１－３テーオービル１Ｆ

732 株式会社菱弘電設 札幌市中央区北１１条西２３丁目２番１０号

733 リリカラ㈱札幌支店 札幌市西区発寒１２条１２丁目２番２０号

734 株式会社リンクアップ北海道支店 札幌市西区琴似４条１丁目１番１号コルテナⅠ２F

735 株式会社レンタルのニッケン札幌営業所 札幌市西区発寒１３条１２丁目４番３５号

736 (株)レンタルのニッケン北海道支店 札幌市西区発寒13条12丁目4－35

737 ロード機工株式会社 札幌市西区八軒10条西10丁目1-53

738 ロックメディカル株式会社 札幌市西区福井５丁目18番26号

739 YKKAP㈱ビル北海道支社 札幌市西区琴似３条１丁目１番２０号コトニ３・１ビル２F

740 和光技研株式会社 札幌市西区琴似３条７丁目５-２２

741 和商株式会社 札幌市西区発寒１５条１３丁目１番４５号

742 渡辺パイプ株式会社札幌西サービスセンター 札幌市西区西野６条９丁目１番１号

743 渡辺パイプ株式会社札幌西住設SC 札幌市西区西野６条９丁目１－１

744 稚内信用金庫琴似支店 札幌市西区山の手3条1丁目3番5号

745 有限会社ワン・ナップ 札幌市西区西町北14丁目2番10号


