
＜南警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アークス 札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２号

2 アースサポート株式会社アースサポート札幌南 札幌市南区澄川4条2丁目3番10号

3 株式会社アートホーム札幌支店 札幌市南区南30条西8丁目5番1号

4 アイケン工業株式会社 札幌市南区常盤６条２丁目１２２番地１３

5 株式会社アイシス 札幌市南区真駒内柏丘11丁目1番75号

6 愛全会ケアプランセンター南の絆 札幌市南区川沿１２条２丁目５－７

7 愛全会在宅ケアセンターまこまない 札幌市南区真駒内幸町１丁目３番１号

8 愛全会ヘルパーステーションみなみ 札幌市南区川沿１４条２丁目１ー３６

9 あいぜんケアプランセンター 札幌市南区川沿１２条２丁目５－７

10 株式会社アイティエス札幌事業所 札幌市中央区南２５条西１２丁目３－２３

11 ㈱あいプラン藻岩シャローム教会 札幌市南区藻岩下２丁目１－１

12 赤塚株式会社 札幌市中央区南１６条西１１丁目２番２０号

13 秋葉設備有限会社 札幌市南区澄川４条11丁目６番22号

14 浅野建設株式会社 札幌市南区石山２条４丁目４番３２号

15 あすなろ道路株式会社道央営業所 札幌市南区簾舞３条１丁目１番10号

16 アパホテル＆リゾート＜札幌＞ 札幌市南区川沿４条２丁目４－１

17 安全自動車株式会社札幌支店 札幌市中央区南１９条西８丁目２番２１号

18 ＥＳＩ株式会社 札幌市南区真駒内柏丘11丁目1番103号

19 株式会社石山電気商会 札幌市南区石山２条７丁目１２番７号

20 板谷土建株式会社 札幌市中央区南１６条西８丁目２番２０号

21 一般財団法人札幌市スポーツ協会 札幌市中央区中島公園１番５号

22 一般社団法人札幌市手をつなぐ育成会札幌市駒岡資源選別センター 札幌市南区真駒内１２９－３０

23 一般財団法人さっぽろ水道サービス協会管路維持課 札幌市南区川沿２条２丁目２番７号

24 一般財団法人さっぽろ水道サービス協会白川浄水場 札幌市南区白川１８１４番地

25 （一財）さっぽろ水道サービス協会藻岩浄水場浄水部藻岩管理課 札幌市中央区伏見４丁目６－１６

26 一般財団法人北海道電気保安協会札幌支部 札幌市中央区南14条西9丁目3番6号

27 井上工業株式会社 札幌市南区南３２条西１０丁目３番２１号

28 医療法人愛全会愛全病院 札幌市南区川沿１３条２丁目１番３８号

29 医療法人愛全会介護老人保健施設アートヒルズ 札幌市南区石山８３７番地４７

30 医療法人愛全会訪問看護ステーションみなみ 札幌市南区川沿１２条２丁目５－７

31 医療法人愛全会老人保健施設リラコート愛全 札幌市南区川沿１３条２丁目４番４５号

32 医療法人渓仁会定山渓病院 札幌市南区定山渓温泉西３丁目７１番地

33 医療法人広誠会北ノ沢病院 札幌市南区北ノ沢１７３２番地

34 医療法人札幌エルム病院 札幌市南区石山１０４８番地１－２

35 医療法人社団明日佳札幌健診センター 札幌市中央区南10条西１丁目１－30

36 医療法人社団慈藻会平松記念病院 札幌市中央区南２２条西１４丁目１番２０号

37 医療法人社団清和会 札幌市中央区南９条西７丁目１番23号

38 医療法人社団もなみ もなみクリニック 札幌市南区川沿5条3丁目2番1号

39 医療法人大地札幌真駒内病院 札幌市南区真駒内緑町１丁目２番１号

40 医療法人渓仁会　渓仁会真駒内在宅クリニック 札幌市南区真駒内本町5丁目1-8　第五ナベビル2階

41 有限会社岩﨑建設 札幌市南区藤野３条２丁目１番４８号

42 株式会社岩本石庭 札幌市南区澄川３条２丁目５番７号　ブルークビル３F



43 有限会社ウェイクアップ 札幌市中央区南9条西4丁目6番3号

44 株式会社内村産業 札幌市南区常盤５条２丁目１０３番地１０

45 エア・ウォーター・ライフサポート株式会社 札幌市中央区南１９条西６丁目３番５号

46 株式会社栄光 札幌市中央区南１１条西１１－２－３０

47 株式会社栄進 札幌市南区真駒内132－4

48 株式会社エスジーエス 札幌市南区真駒内203番地213

49 株式会社越後工務店 札幌市南区澄川２条４丁目３番１７号

50 NTTデータカスタマサービステクノロジ株式会社札幌SC 札幌市中央区南14条西13丁目3－33

51 円眞泰東工業株式会社 札幌市南区川沿１３条３丁目４番３２－２号

52 株式会社エンパイアー札幌西支店 札幌市中央区南１１条西１５丁目３番１３号

53 株式会社エンパイアー札幌南支店 札幌市南区北ノ沢１７２８

54 岡本興業株式会社 札幌市南区真駒内本町１丁目１番１号

55 開建工業株式会社 札幌市南区南３２条西８丁目１番２１号

56 介護老人保健施設グラーネ北の沢 札幌市南区北ノ沢１８０４番地５２

57 株式会社開進ナリタ工業 札幌市南区石山３条８丁目９番１６号

58 株式会社鍛治塗料店 札幌市中央区南１９条西８丁目２番３３号

59 鹿島舗道工業株式会社 札幌市南区川沿１０条２丁目７番１０号

60 学校法人恵友学園札幌みすまい幼稚園 札幌市南区簾舞２条４丁目３番１５号

61 学校法人　光塩学園 札幌市南区真駒内上町３丁目１番１号

62 学校法人札幌学園真駒内幼稚園 札幌市南区真駒内曙町３丁目４番１号

63 学校法人淳心学園札幌わかくさ幼稚園 札幌市南区南３４条西１０丁目３番１３号

64 学校法人創造の森学園札幌トモエ幼稚園 札幌市南区北ノ沢１９６３番地

65 学校法人東海大学札幌キャンパス 札幌市南区南沢５条１丁目１番１号

66 学校法人華園学園藤ケ丘幼稚園 札幌市南区藤野４条５丁目２０番１号

67 学校法人ふれ愛チャイルド幼保連携型認定こども園ときわみなみのこどもえん 札幌市南区真駒内３８０－１８

68 学校法人宝流学園もなみ幼稚園 札幌市南区川沿９条２丁目１番１８号

69 学校法人宝流学園第２もなみ幼稚園 札幌市南区川沿２条３丁目８番２５号

70 学校法人まゆみ学園森の幼稚園 札幌市南区石山１１３２番地１

71 学校法人米永学園澄川幼稚園 札幌市南区澄川３条３丁目３番１１号

72 かなえ～るデイサービスセンター 札幌市南区石山１条５丁目１番３２号

73 株式会社川沿土木 札幌市南区川沿１２条１丁目３番３２号

74 北の沢デイセンター 札幌市南区北ノ沢1904－２

75 京田食品株式会社 札幌市南区石山２条３丁目１４番１号

76 勤医協もなみの里在宅総合センター 札幌市南区石山１条１丁目12番15号

77 勤医協もなみの里在宅総合センター藤野支所 札幌市南区藤野３条４丁目１５－３５

78 空調機器管理株式会社 札幌市中央区南１４条西１５丁目２番２号

79 株式会社工藤組 札幌市南区真駒内柏丘１１丁目１番７８号

80 グラーネ訪問看護ステーション 札幌市南区北ノ沢１８０４番地５２

81 株式会社暮らしホスピタル 札幌市南区澄川4条2丁目8番18号2Ｆ

82 グランドサポート株式会社鹿の湯・花もみじ事業所 札幌市南区定山渓温泉西3丁目39－203

83 株式会社グランビスタホテル＆リゾート札幌パークホテル 札幌市中央区南１０条西３丁目１番１号

84 ㈱グランベルホテル定山渓ビューホテル 札幌市南区定山渓温泉東2丁目

85 株式会社クリーンコーポレーション 札幌市中央区南２２条西６丁目２－２５

86 ケージーセントラルスポーツ株式会社 札幌市中央区南２２条西１２丁目１番１号　プロム山鼻



87 公益財団法人札幌市芸術文化財団札幌芸術の森 札幌市南区芸術の森２丁目７５番地

88 公益財団法人北海道盲導犬協会 札幌市南区南３０条西８丁目１番１号

89 公益財団法人北海道ＹＭＣＡ 札幌市中央区南１１条西１１丁目２番５号

90 公益社団法人ふる里公苑 札幌市南区滝野２番地

91 株式会社剛伸 札幌市南区真駒内１３８番地１４４

92 興新建設株式会社 札幌市南区藤野４条１丁目６番２５号

93 合同会社ボンズ 札幌市中央区南12条西14丁目1番22号

94 株式会社幌南自動車整備工場 札幌市南区南３５条西１１丁目２番１号

95 鴻池・道興特定共同企業体豊平川シールド工事事務所 札幌市南区定山渓温泉東４丁目３０６

96 株式会社光陽社 札幌市中央区南２０条西６丁目６番８号

97 公立学校共済組合札幌宿泊所ホテルライフォート札幌 札幌市中央区南１０条西１丁目１－９２

98 小橋北豊株式会社 札幌市南区川沿１８条１丁目３番地

99 坂本電設株式会社 札幌市中央区南２９条西１１丁目５番１７号

100 札幌アポロ株式会社南営業所 札幌市南区石山２条３丁目１４番１６号

101 札幌いづみ幼稚園 札幌市中央区南１７条西９丁目１番３５号

102 札幌開発建設部札幌河川事務所 札幌市南区南３２条西８丁目２番１号

103 札幌開発建設部豊平川ダム統合管理事務所 札幌市南区南３２条西８丁目２番１号

104 株式会社札幌カントリー倶楽部滝のカントリークラブ 札幌市南区滝野２１３番地

105 株式会社札幌カントリー倶楽部真駒内カントリークラブ 札幌市南区常盤２００番地

106 札幌市環境局環境事業部中央清掃事務所 札幌市南区南３０条西８丁目７番１号

107 札幌市環境局環境事業部豊平・南清掃事務所 札幌市南区真駒内６０２番地３０

108 札幌市水道局給水部中部配水管理課 札幌市南区川沿２条２丁目２番７号

109 札幌市青少年山の家 札幌市南区滝野２４７番地

110 札幌市農業協同組合南支店 札幌市南区石山２条９丁目７番88号

111 札幌市藤野野外スポーツ交流施設 札幌市南区藤野４７３番地１

112 札幌市保養センター駒岡 札幌市南区真駒内600番地20

113 札幌市南区第２地域包括支援センター 札幌市南区川沿１４条２丁目１－３６

114 札幌市南区役所 札幌市南区真駒内幸町２丁目２番１号

115 札幌市南消防署 札幌市南区真駒内上町５丁目８番５号

116 株式会社札幌振興公社 札幌市中央区伏見5丁目3番7号

117 札幌トヨタ自動車株式会社藻岩店 札幌市南区南３２条西１０丁目１番２６号

118 札幌トヨペット株式会社藻岩店 札幌市南区南３７条西１１丁目７番３号

119 札幌トヨペット株式会社山鼻店 札幌市中央区南１７条西１１丁目１番１号

120 札幌日産自動車株式会社藻岩店 札幌市南区南３４条西１１丁目２番１号

121 有限会社札幌美木興業 札幌市中央区南12条西14丁目2－1

122 札幌南訪問看護ステーション 札幌市南区澄川４条７丁目４番２７号

123 札幌南郵便局かんぽサービス部 札幌市南区真駒内泉町１－１－１

124 札幌リゾート開発公社豊平峡事業所 札幌市南区定山渓937番地

125 株式会社サンキット・エーイー 札幌市南区川沿２条３丁目３番６５号

126 株式会社サンテック北海道支社 札幌市中央区南１３条西１５丁目

127 株式会社ＳＨＡＲＥ 札幌市南区真駒内本町７丁目１番１号

128 自衛隊札幌地方協力本部札幌地域援護センター 札幌市中央区南２６条西１０丁目

129 自衛隊札幌地方協力本部南部地区隊 札幌市南区真駒内１７

130 自衛隊札幌地方協力本部北部地区隊 札幌市中央区南２６条西１０丁目



131 自衛隊札幌病院 札幌市南区真駒内１７番地

132 JX金属エコマネジメント株式会社札幌事業所 札幌市南区定山渓８４９番地

133 (有)ＪＮＩ 札幌市南区真駒内上町1丁目1－9

134 株式会社塩田工業 札幌市南区川沿４条３丁目４番５号

135 ジオテック株式会社 札幌市南区澄川４条２丁目１０番１７号

136 株式会社繁富工務店 札幌市中央区南１２条西６丁目１番２８号

137 島津電設株式会社 札幌市中央区南９条西１２丁目２番３１号

138 清水勧業株式会社 札幌市中央区南11条西20丁目４番３号

139 社会医療法人医仁会中村記念南病院 札幌市南区川沿２条２丁目３番１号

140 社会医療法人北海道循環器病院 札幌市中央区南２７条西１３丁目１番３０号

141 社会福祉法人愛全会高齢者総合福祉施設サン・グレイス 札幌市南区川沿13条３丁目５番１号

142 社会福祉法人あむ 札幌市中央区南９西１３丁目１－４０

143 社会福祉法人札幌石山福祉会南陽荘入所部 札幌市南区真駒内１３３－１１０

144 社会福祉法人札幌石山福祉会南陽荘 札幌市南区石山１１３２－５

145 社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会老人保健施設 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6番48号

146 社会福祉法人札幌慈啓会 札幌市中央区旭ヶ丘５丁目６番５１号

147 社会福祉法人聖静学園石山センター 札幌市南区石山７８番地５３

148 社会福祉法人ノマド福祉会 札幌市南区藤野４条４丁目２０番３０号

149 社会福祉法人光の森学園四季彩の邑 札幌市南区石山２条３丁目14番14号

150 社会福祉法人北海道ハピニス 札幌市南区石山９３３番地３

151 社会福祉法人北海道ハピニス地域事業部 札幌市南区常盤５条１丁目１番７号

152 社会福祉法人もいわサポートセンター 札幌市南区中ノ沢１丁目11番11号

153 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会南事業所 札幌市南区真駒内幸町２丁目１番５－４０２

154 株式会社ジャスト 札幌市南区真駒内６２７番地３１

155 株式会社住設 札幌市南区南沢1988－274

156 株式会社集楽園 札幌市南区川沿１条５丁目１番１５号

157 株式会社常口アトム川沿店 札幌市南区川沿８条２丁目２番７号

158 株式会社常口アトム澄川駅前店 札幌市南区澄川４条１丁目１番３０号

159 定山渓ゆらく草庵 札幌市南区定山渓温泉東3丁目228－1

160 株式会社定南建設 札幌市南区定山渓温泉西２丁目４４－２

161 昭和採石工業株式会社 札幌市南区川沿１７条２丁目４番６６号

162 新興通建有限会社 札幌市中央区南２３条西７丁目３番３２号

163 株式会社水章工業 札幌市南区石山１０４３番地

164 株式会社スウェーデンハウス北海道支社 札幌市中央区南１９条西９丁目２番２８号

165 スウェーデンハウスリフォーム株式会社北海道支店 札幌市中央区南１９条西９丁目２番２８号

166 株式会社すぎたま 札幌市中央区南２１条西７丁目２－１１

167 株式会社スズキ自販北海道スズキアリーナ藻岩 札幌市中央区南３０条西１０丁目２番１７号

168 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部石山センター 札幌市南区石山１条７丁目１－９

169 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部札幌南センター 札幌市南区南３３条西１１丁目４番１８号

170 セイザンテクニカルソリューションズ㈱ 札幌市南区藤野2条13丁目228－3

171 静明館訪問看護ステーションののはな 札幌市中央区南14条西18丁目５番23号

172 税理士法人池脇会計事務所 札幌市中央区南１２条西１５丁目４番３号

173 瀬尾総合株式会社 札幌市南区真駒内203－213

174 株式会社セノン北海道支社札幌河川事務所 札幌市南区南３２条西８丁目２－１



175 株式会社セノン北海道支社豊平川ダム総合管理事務所 札幌市南区南32条西8丁目２－１

176 創和プロジェクト株式会社ローズガーデンクライスト教会 札幌市中央区伏見３丁目２２番５０号

177 株式会社測機社 札幌市中央区南１４条西１１丁目３番３号

178 空知総合振興局札幌建設管理部 札幌市中央区南１１条西１６丁目２－１

179 ダイイチ株式会社 札幌市中央区南17条西7丁目3番21号

180 株式会社第一寶亭留 札幌市南区定山渓温泉西３丁目１０５番地

181 大成建設株式会社札幌支店石山たい積場整備事業作業所 札幌市南区石山３条５丁目１２番地

182 ダイヤ冷暖工業株式会社 札幌市南区澄川３条１丁目９番２８号

183 有限会社タカイ地盤計測 札幌市南区澄川２条３丁目３－２２

184 髙木建設株式会社 札幌市南区川沿１２条１丁目１番８４号

185 株式会社竹中工務店北海道地区ＦＭセンター 札幌市中央区南20条西９丁目１－２

186 立川工業株式会社 札幌市中央区南２１条西１６丁目１番３号

187 株式会社タナベ札幌支店 札幌市中央区南28条西10丁目６－１

188 株式会社つうけんアクティブ 札幌市中央区南２０条西１０丁目３番５号

189 株式会社ツクイ札幌石山 札幌市南区石山1条9丁目1－1

190 ツクイ・サンフォレスト札幌山鼻 札幌市中央区南14条西18丁目５－１

191 辻石材工業株式会社 札幌市南区石山２条２丁目２番５号

192 株式会社つぼ八札幌オフィス 札幌市南区藤野2条1丁目24－2

193 デイサービスきずな旭ヶ丘 札幌市中央区南14条西18丁目6番22号

194 デュプロ万博株式会社 札幌市中央区南１８条西１５丁目２番１４号

195 株式会社天商 札幌市南区澄川2条1丁目4番11号

196 電通設備株式会社 札幌市中央区南１４条西１１丁目１番８号

197 株式会社道央フォート 札幌市中央区南２３条西１１丁目３番７号

198 東海大学付属札幌高等学校 札幌市南区南沢５条１－１－１

199 株式会社道建緑化工業 札幌市中央区南２５条西１１丁目１番１２号

200 道興建設株式会社 札幌市南区川沿１７条２丁目２番８号

201 有限会社どうしんいわい 札幌市南区川沿6条3丁目2番5号

202 有限会社道新中野販売所 札幌市中央区南18条西8丁目2番2号

203 道雄建設株式会社 札幌市南区南３６条西１１丁目２番２１号

204 道路工業株式会社 札幌市南区川沿１７条２丁目４番１号

205 特定医療法人さっぽろ悠心の郷ときわ病院 札幌市南区常盤３条１丁目６番１号

206 特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 札幌市南区南３２条西１０丁目２番３号

207 特定非営利活動法人みなぱ 札幌市南区南３７条西１１丁目４番１０号

208 トヨタカローラ札幌㈱ジョイック澄川 札幌市南区澄川4条3丁目3－18

209 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック藻岩 札幌市中央区南30条西11丁目3番10号

210 トヨタカローラ札幌株式会社藤野店 札幌市南区藤野２条７丁目２番３号

211 ナガイ工業株式会社 札幌市南区藤野5条5丁目21番5号

212 中神建設株式会社 札幌市中央区南３０条西１１丁目１１６２番地

213 中川米穀株式会社 札幌市中央区南１２条西１４丁目１－２４

214 中定建設工業株式会社 札幌市南区定山渓温泉東１丁目５４番地

215 ナポリの窯行啓通店 札幌市中央区南14条西８丁目５番40号

216 南輝建設株式会社 札幌市南区石山１条２丁目１番１０号

217 南進建設株式会社 札幌市南区石山１条１丁目８１番地３６

218 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンターすみかわ 札幌市南区澄川４条４丁目４番５０号



219 日産プリンス札幌販売株式会社川沿支店 札幌市南区川沿９条１丁目２番４０号

220 株式会社日商物産札幌支店 札幌市中央区南９条西１２丁目１番１号

221 日測技研株式会社 札幌市中央区南１９条西１６丁目３番１号

222 株式会社二宮功商店 札幌市中央区南９条西９丁目

223 日本郵便㈱札幌南郵便局 札幌市南区真駒内泉町１丁目１番１号

224 日本郵便株式会社山鼻郵便局第二集配営業部 札幌市中央区南１６条西１５丁目２番１号

225 日本郵便株式会社山鼻郵便局第一集配営業部 札幌市中央区南１６条西１５丁目２番１号

226 日本郵便株式会社山鼻郵便局第三集配営業部 札幌市中央区南１６条西１５丁目２番１号

227 認定こども園そらいろ 札幌市南区澄川６条１１丁目２番１０号

228 (株)ぬくもりの宿ふる川 札幌市南区定山渓温泉西４丁目３５３番地

229 ネッツトヨタ札幌株式会社藻岩店 札幌市南区南３８条西１１丁目７番１号

230 株式会社博善社 札幌市中央区南１４条西７丁目

231 パナソニックエイジフリーケアセンター札幌南デイサービス 札幌市南区南３７条西１１丁目６－２３

232 ㈱ハマノホテルズグランドブリッセンホテル定山渓 札幌市南区定山渓温泉東４丁目３２８

233 坂東石油株式会社 札幌市南区定山渓温泉東４丁目３０６番地

234 株式会社光ハイツ・ヴェラス 札幌市中央区南19条西11丁目1－15

235 株式会社光ハイツ・ヴェラス藤野 札幌市南区藤野３条１１丁目１０番１１号

236 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園 札幌市南区真駒内緑町１丁目１番１号

237 株式会社ビクトリア観光 札幌市中央区南9条西11丁目1番28号　松谷ビル9階

238 ピザーラ澄川店 札幌市南区澄川5条10丁目7-16

239 ピザハット山鼻店 札幌市中央区南１９条西１０丁目１番１５号

240 ㈱フージャースウェルネス＆スポーツ　スポーツアカデミーソシア 札幌市南区川沿５条２丁目３番地

241 富国興産株式会社 札幌市中央区南９条西１４丁目２－２０

242 株式会社プリプレス・センター 札幌市中央区南10条西8丁目4－1

243 プレミアホテル中島公園札幌 札幌市中央区南10条西６丁目1番21号

244 ヘルパーステーションせせらぎ 札幌市南区川沿４条３丁目４－９フラワーハイム１０２

245 豊平峡温泉熱研株式会社 札幌市南区定山渓608－2

246 北信産業株式会社 札幌市南区真駒内本町１丁目１番１号

247 ほくでんサービス株式会社札幌支店業務部札幌南業務課 札幌市南区川沿１２条１丁目１番１号

248 北土設備株式会社 札幌市中央区南１０条西１４丁目１番１２号

249 株式会社北洋銀行石山通支店 札幌市中央区南21条西11丁目１番３号

250 株式会社北洋銀行澄川中央支店 札幌市南区澄川４条３丁目１番１号

251 株式会社北洋銀行藻岩支店 札幌市南区川沿２条２丁目１番１号

252 株式会社細田造園 札幌市南区石山１条７丁目１番１４号

253 北海葬祭株式会社 札幌市中央区南２６条西１４丁目１番１５号

254 北海電気工事株式会社南技術センター 札幌市南区川沿12条1丁目1番1号

255 北海道エア・ウォーター株式会社札幌南店 札幌市南区藤野３条６丁目８番１８号

256 北海道エア・ウォーター株式会社住宅・設備グループ 札幌市中央区南１９条西６丁目３番５号

257 北海道換気株式会社 札幌市中央区南１４条西１５丁目２番２号

258 北海道給食資材株式会社 札幌市中央区南１７条西６丁目２番８号

259 北海道キング設計株式会社 札幌市南区澄川２条１丁目４番１１号

260 株式会社北海道銀行プライベートバンキングセンター札幌南 札幌市南区澄川3条2丁目3番11号

261 北海道警察学校 札幌市南区真駒内南町５丁目１番７号

262 北海道警察札幌方面南警察署 札幌市中央区南２９条西１１丁目１－１



263 北海道警察本部警備部機動隊 札幌市南区真駒内南町６丁目２番１号

264 北海道交通安全協会自動車学園 札幌市南区真駒内本町１丁目４番１号

265 北海道スバル㈱札幌南店 札幌市中央区南30条西10丁目2番22号

266 北海道青少年会館ｃｏｍｐａｓｓ 札幌市南区真駒内柏丘７丁目８番１号

267 北海道電力株式会社札幌水力センター 札幌市南区南３３条西１１丁目３番１号

268 北海道電力ネットワーク(株)札幌南ネットワークセンター 札幌市南区川沿１２条１丁目１番１号

269 北海道日産自動車株式会社　ルノー札幌 札幌市南区南３３条西１０丁目１番１３号

270 北海道農政事務所 札幌市中央区南２２条西６丁目２番２２号エムズ南２２条ビル

271 北海道マツダ販売株式会社藻岩店 札幌市南区南３４条西１１丁目１番１２号

272 北海道マツダ販売株式会社山鼻店 札幌市中央区南１６条西１１丁目１番５号

273 北海道三菱自動車販売株式会社本社 札幌市中央区南１０条西１０丁目１番１５号

274 北海道三菱自動車販売株式会社南店 札幌市中央区南１０条西１０丁目１番１５号

275 株式会社ホテル鹿の湯 札幌市南区定山渓温泉西３丁目３２

276 株式会社ホンダカーズ南札幌本社・中央店 札幌市中央区南25条西11丁目1番7号

277 株式会社ホンダ四輪販売北海道南３２条店 札幌市南区南３２条西１１丁目２番１号

278 真駒内聖母幼稚園 札幌市南区真駒内上町4丁目8－2

279 まこまない明星幼稚園 札幌市南区真駒内泉町２丁目１－６

280 株式会社松の湯旅館 札幌市南区小金湯２４番地

281 マルカツ大勝建設株式会社 札幌市南区藤野３条７丁目２８７番地４５

282 株式会社丸周中村土木 札幌市中央区南２９条西１１丁目４－１３

283 マルコー開発株式会社 札幌市南区南３６条西１０丁目１番３４号

284 株式会社丸富常盤産業 札幌市南区常磐５条２丁目１０３－１１

285 丸直大晃興産株式会社 札幌市南区石山２条７丁目５番１１号

286 株式会社マルハタ 札幌市中央区南１３条西８丁目１－２２

287 株式会社丸元 札幌市中央区南１７条西７丁目１－１８

288 有限会社丸和藤成商事　朝日鮨 札幌市南区真駒内本町７丁目４番２８号

289 株式会社ミート前田 札幌市中央区南１９条西９丁目１－１０

290 株式会社三上工務店 札幌市中央区南２２条西７丁目１番７号

291 株式会社水谷組 札幌市中央区南２９条西１１丁目４番１３号

292 ㈱みなづき 札幌市南区澄川3条1丁目11－11　サンマルフクI　1階

293 南区土木センター 札幌市南区南31条西8丁目2-5

294 有限会社南佐々木設備 札幌市南区川沿７条２丁目３番１７号

295 宮浦興業株式会社 札幌市南区藤野３条３丁目６番７号

296 明治ミルクステーション南宅配センター 札幌市南区藤野5条4丁目2番地1号

297 株式会社メディカルシャトーデイサービスセンター白ゆり中央 札幌市中央区南９条西７丁目１番２８号

298 藻南自動車学校 札幌市南区川沿１０条２丁目７番２０号

299 株式会社森設備 札幌市中央区南１５条西１６丁目１番４０号

300 株式会社森造園土木 札幌市南区石山２条９丁目５番７号

301 株式会社森田興業所 札幌市南区定山渓東４丁目３００

302 株式会社ヤシマ商会 札幌市中央区南１９条西１５丁目３番１５号

303 株式会社ヤシマ保全 札幌市中央区南１６条西７丁目２番１０号

304 ヤハラ消防設備株式会社 札幌市中央区南１４条西１６丁目２番２５号

305 株式会社山中配管工業所 札幌市中央区南１３条西１３丁目１番４０号

306 株式会社山鼻郵便局かんぽサービス部 札幌市中央区南16条西15丁目２番１号



307 株式会社ユーズ 札幌市南区澄川６条１０丁目１番３７号

308 豊松吉工業株式会社 札幌市南区澄川２条１丁目４番１１号

309 ㈱ユニティー札幌営業所 札幌市中央区南10条西12丁目2－7

310 株式会社ユニバーサルホーム札幌南店 札幌市中央区南23条西10丁目

311 湯元小金湯 札幌市南区小金湯２５

312 株式会社米山商店 札幌市中央区南１１条西１２丁目２番３９号

313 株式会社ラルズ 札幌市中央区南１３条西１１丁目２番３２号

314 陸上自衛隊札幌駐屯地 札幌市中央区南２６条西１０丁目

315 陸上自衛隊真駒内駐屯地 札幌市南区真駒内１７番地

316 株式会社りんゆう観光藻岩山事業所 札幌市南区藻岩下１９９１

317 ㈱ロッテ営業本部北海道統括支店 札幌市中央区南９条西１４丁目１番２３号

318 ワタナベフーマック株式会社北海道事業部札幌営業所 札幌市南区川沿５条２丁目５番２０号


