
＜北警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 アースサポート株式会社アースサポート札幌 札幌市北区北25条西６丁目３番23号

2 アートセンターあいのさと 札幌市北区あいの里３条４丁目９－１

3 株式会社アート造園 札幌市北区篠路町拓北31-207

4 株式会社アーバンテクニクス 札幌市北区篠路町上篠路３０番地４１

5 株式会社アイアイテー石狩第１物流センター 石狩市新港西３丁目７００番３

6 株式会社アイヴィジット札幌ＦＯＣ 札幌市北区北９条西３丁目19-１－６Ｆ

7 あいおいニッセイ同和損害調査株式会社 札幌市北区北７条西５丁目５番３号

8 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 札幌市北区北７条西５丁目５番地３

9 アイケー工業株式会社 札幌市北区新琴似町１０１１－８

10 株式会社アウトソーシング札幌営業所 札幌市北区北7条西4丁目4－3

11 ㈱青山ＱＯＬ向上センター希望のつぼみ屯田 札幌市北区屯田６条７丁目５番２５号

12 赤平開発株式会社　石狩支店 石狩市新港南３丁目703番地16

13 アキレス株式会社北海道営業所 札幌市北区北７条１丁目２－６　ＮＣＯ札幌１０階

14 株式会社アクト 札幌市北区太平５条６丁目１番１号

15 旭イノベックス株式会社石狩工場 石狩市新港南１丁目２８番地１４

16 株式会社旭ダンケ札幌支店札幌工場 石狩市新港中央２丁目７５９番地２

17 旭特殊コンクリート株式会社札幌支店 石狩市新港中央2丁目756番地1

18 アサヒレジン株式会社 札幌市北区屯田7条4丁目3番31号

19 株式会社麻生自動車センター 札幌市北区北３６条西５丁目１番１号

20 飛鳥工業株式会社北営業所 札幌市北区屯田町１０５５番地８

21 有限会社アズマ通信設備 札幌市北区北29条西13丁目1－1－201

22 株式会社アタカ 札幌市北区新琴似町1020番地4

23 厚田産業株式会社 石狩市厚田区厚田１番地８

24 アットホーム株式会社札幌営業所 札幌市北区北11条西4－2－19　ＡＳＣＮ11ビル4階

25 ＡＤＥＫＡ食品販売株式会社 石狩市新港西１丁目７７７番地１０

26 株式会社アド・ビューロー岩泉 札幌市北区北８条西６丁目２番地３

27 アトム配管株式会社 札幌市北区新川３条６丁目９番８号

28 Apaman Property株式会社 札幌市北区北７条西５－５－３

29 アベテック㈱札幌工場 石狩市新港西3丁目749番8

30 あゆみ製薬(株)北海道支店 札幌市北区北１０条西４丁目１－１９

31 株式会社あらた道央支店石狩センター 石狩市新港南３丁目７０５番地１

32 株式会社Ｅ－ＴＥＣ 札幌市北区新川西１条６丁目５番２３号

33 イーパック株式会社 石狩市新港西１丁目７３２番地４

34 イエスあとり家株式会社 石狩市花川北６条４丁目１２７番地

35 有限会社イエロー・ハウス 石狩郡当別町太美町1502番地4

36 株式会社郁栄 札幌市北区北２４条西１６丁目３番１号

37 石狩開発株式会社 石狩市新港西１丁目７２１番地１１

38 株式会社石狩環境メンテナンスセンター 石狩市新港中央１丁目２００番地１０

39 石狩管工業株式会社 石狩市花畔１条１丁目６２番地１

40 石狩機材株式会社 石狩市新港東２丁目３番地４

41 石狩産業株式会社 石狩市親船町１１１番地



42 石狩市厚田支所 石狩市厚田区厚田４５－５

43 石狩市総合保健福祉センター 石狩市花川北６条１丁目４１－１

44 石狩市知的障がい者支援センター 石狩市樽川５１９番地２

45 石狩市農業協同組合本店 石狩市八幡２丁目３３２番地１１

46 石狩市農業協同組合花畔支店 石狩市八幡２丁目３３２番地１１

47 石狩市花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 石狩市花川南５条３丁目１０９番地１

48 石狩市役所 石狩市花川北６条１丁目３０番地２

49 石狩市役所浜益支所 石狩市浜益区浜益２番地３

50 有限会社石狩清掃 石狩市新港東２丁目４－９

51 石狩農業改良センター石狩北部支所 石狩郡当別町若葉１７番地

52 石狩ペイント株式会社 石狩市新港西１丁目７７４番地２

53 石狩北部地区消防事務組合石狩消防署 石狩市花川北１条１丁目２番地３

54 石狩北部地区消防事務組合当別消防署 石狩郡当別町錦町３５１番地１５

55 石狩湾新港管理組合 石狩市新港南２丁目７２５番地１

56 株式会社ヰセキ北海道当別営業所 石狩郡当別町対雁30-15

57 一般財団法人札幌勤労者職業福祉センター 札幌市北区北２４条西５丁目１番１号

58 一般財団法人北海道森林整備公社道民の森管理事務所 石狩郡当別町栄町192－7

59 一般財団法人北海道電気保安協会札幌北事業所 札幌市北区篠路１０条２丁目９番１２号

60 一般社団法人日本血液製剤機構北海道営業所 札幌市北区北６条西１丁目４番２ファーストプラザビル１０階

61 一般社団法人日本ボイラ協会北海道検査事務所 札幌市北区北７条西７丁目１番地３０号リッチ７・７ビル８階

62 一般財団法人北海道交通安全協会 札幌市北区北３０条西６丁目４番１８号

63 伊東建設株式会社 石狩市生振７線南１４番地

64 有限会社伊藤重機 札幌市北区あいの里３条１０丁目６番１４号

65 株式会社イトマンスイミングスクール札幌麻生校 札幌市北区北36条西10丁目１番５号

66 株式会社井上 石狩郡当別町東町１０９番地

67 井上鐵工株式会社 石狩郡当別町獅子内3244番地1

68 井上鐵骨工業株式会社 石狩郡当別町獅子内2543番1

69 株式会社今井建設工業所 札幌市北区屯田町７４８番地14 

70 イリーゼ篠路デイサービスセンター 札幌市北区篠路2条7－5－15

71 医療学生会館 石狩郡当別町緑町３７１番地２５管理人室

72 医療法人喬成会 石狩市花川南７条５丁目２番地

73 医療法人社団恵愛会茨戸病院 石狩市花川東１２８番地１４

74 医療法人社団憲仁会牧田病院 札幌市北区新琴似1条2丁目6番25号

75 医療法人社団五稜会病院 札幌市北区篠路９条６丁目２番３号

76 医療法人社団札幌百合の会病院 札幌市北区百合が原11丁目186番地

77 医療法人社団翔嶺館札幌優翔館病院 札幌市北区東茨戸２条２丁目８－２５

78 医療法人社団誠仁会デイサービスセンター北大通り 札幌市北区北23条西3丁目2－23

79 医療法人社団豊生会総合支援センターはつらつ当別 石狩郡当別町春日町９７－１

80 医療法人秀友会介護老人保健施設愛里苑 石狩郡当別町ビトエ２２００番地１

81 医療法人禎心会　介護老人保健施設　ら・ぱーす 札幌市北区篠路町上篠路６番２８６

82 医療法人禎心会　禎心会北センター 札幌市北区新川１条６丁目３番３号

83 医療法人天公会石狩ファミリアホスピタル 石狩市花川南7条5丁目5番地

84 医療法人はまなす篠路はまなすクリニック 札幌市北区篠路４条９丁目１２番４５号



85 医療法人北翔会介護老人保健施設札幌北翔館そとこと 札幌市北区屯田９条３丁目３番地２

86 いろえんぴつ障がい福祉サービス 札幌市北区屯田２条１丁目４番１１号

87 岩倉建材株式会社札幌支店 石狩市新港南２丁目３７１８番地４

88 イワクラプレカットシステム株式会社 石狩市新港南１丁目１９－２１

89 いわさ学園つよし幼稚園 札幌市北区屯田３条３丁目６番１０号

90 株式会社岩田工業 札幌市北区新川７４８番地５

91 岩谷産業株式会社エネルギー北海道支社 札幌市北区北７条西１丁目１番地２

92 イワタニセントラル北海道株式会社札幌北支店北営業所 札幌市北区新琴似9条1丁目1-12

93 株式会社岩谷技研 札幌市北区北16条西４丁目１－30

94 株式会社インフィニティ 札幌市北区新琴似12条1丁目1番地33号

95 株式会社ウイン・インターナショナル札幌営業所 札幌市北区北１２条西２丁目１番５号カサビアンカ１Ｆ

96 (株)ウェルネスフロンティアジョイリハ札幌麻生 札幌市北区新琴似１１条１丁目３－１

97 株式会社ウォーターエージェンシー北海道管理所石狩水道 石狩市新港中央１２００－１新港中央配水場内

98 エイジス北海道株式会社札幌第一デイストリクト 札幌市北区北２０条西２丁目１番１８号

99 IHミートソリューション㈱石狩パックセンター 石狩市新港南2丁目9番4

100 エイト・レジャー物産株式会社 札幌市北区北２８条西４丁目１番１２号第一エイトビル

101 栄和サインシステム株式会社 石狩市新港南２丁目７２１－５

102 株式会社EXECUTE 札幌市北区屯田5条7丁目1-71

103 株式会社エクセル商事 札幌市北区新琴似４条２丁目１－３

104 株式会社エクセルワーク 札幌市北区北２６条西５丁目１ー８

105 エコートレーディング株式会社札幌支店 石狩市新港南３丁目７０３番地３

106 ㈱エコスタイル北海道支店(施工） 札幌市北区北7条西4丁目4番地3　札幌クレストビル2階

107 ㈱エコテック・ワン 石狩市新港西3丁目749番9

108 ㈱エコロジーシステムリサイクルセンター 石狩市新港南３丁目７００番地３１

109 株式会社エスエス油設 札幌市北区太平３条３丁目１－３５

110 エスケーリース株式会社 札幌市北区百合が原６丁目１番２０号

111 株式会社S-edge 札幌市北区北35条西９丁目３－１

112 株式会社江戸屋 札幌市北区新川西３条１丁目２番１号

113 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社北海道支社 札幌市北区北８条西３丁目２８

114 エヌ・エス株式会社 札幌市北区新川３条１８丁目２番６

115 ＮＰＯ法人　子どもサポートどろんこクラブ 札幌市北区百合が原３丁目７番５号

116 ｴﾈｵｽｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ㈱北日本支社北海道支店
石狩充填所いちたかガスワン事務所

石狩市新港中央４丁目３７４０－１１

117 ENEOSグローブエナジー株式会社北日本支社北海道支店 札幌市北区屯田１０条３丁目７－２７

118 株式会社エネサンス北海道新琴似ガスショップ 札幌市北区新琴似８条14丁目１番４号

119 榎本建設株式会社 石狩市八幡４丁目８９番地

120 エフピコダックス株式会社北海道工場 石狩市新港西２丁目７８０番地６

121 株式会社エムエス保全センター太平事務所 札幌市北区太平３条３丁目１－３５

122 MS北海道㈱石狩支店 石狩市花畔2条1丁目9－1　北ガスプラザ

123 ＭＸモバイリング株式会社 札幌市北区北11条西4丁目2－19　ASCN11ビル2階

124 エム・シー・ヘルスケア株式会社札幌サプライセンター 札幌市北区新川西１条１丁目３－１０

125 株式会社エレワーク 札幌市北区屯田11条３丁目５番14号

126 遠藤産業株式会社 札幌市北区北３７条西９丁目１番２６号

127 株式会社エンパイアー石狩支店 石狩市新港西１丁目７７３番地２



128 尾家産業株式会社札幌営業所 札幌市北区新川４条２０丁目１番２号

129 王子ネピア株式会社札幌オフィス 札幌市北区北７条西４丁目１２番地ニッセイＭＫビル９階

130 株式会社オーアンドエム 石狩市新港西１丁目７４２番地５

131 大岩メタルワークス株式会社 石狩市新港西３丁目７０１番地２

132 大黒自工株式会社石狩工場 石狩市新港西１丁目７６５番地１

133 ㈱オーテック環境システム事業部北海道支店 札幌市北区北33条西2－2－1

134 大西建設株式会社 札幌市北区篠路町拓北30番地26

135 株式会社オカダ 札幌市北区新琴似６条１６丁目４番１５号

136 オカダアイヨン株式会社札幌営業所 札幌市北区新川西1条1丁目1番36号

137 岡本印刷株式会社 札幌市北区新川西2条1丁目3番21号

138 岡本興業株式会社石狩事業所 石狩市新港中央2丁目757-7

139 有限会社岡本電設 札幌市北区新琴似６条１４丁目３番８号

140 奥村食品工業株式会社 札幌市北区新川５条２０丁目１番１号

141 小野田化学工業株式会社札幌支店 札幌市北区北７条西５丁目８番地１

142 株式会社オビコ 石狩市新港中央３丁目７６２－１０

143 生振商会株式会社 石狩市生振540-58

144 音熱環境開発株式会社 札幌市北区新川３条２０丁目１番２０号

145 介護老人保健施設サンビオーズ新琴似 札幌市北区新琴似２条５丁目１－１

146 介護老人保健施設セージュ新ことに 札幌市北区新琴似町７８７番地

147 株式会社カイザー 札幌市北区新川2条4丁目8－52

148 開発産業株式会社 石狩市新港西３丁目７６４番地９

149 株式会社ガスショップタカハシ 札幌市北区北２５条西１８丁目１番１１号

150 片桐機械株式会社石狩営業所 石狩市新港西３丁目７４７－４

151 学校法人青木学園花川南認定こども園 石狩市花川南９条４丁目８３番地４

152 学校法人育英学園新琴似育英幼稚園 札幌市北区新琴似７条１３丁目１番２８号

153 学校法人大藤学園あいの里大藤幼稚園 札幌市北区あいの里３条３丁目１番２号

154 学校法人幌北学園認定こども園こうほく 札幌市北区新琴似１２条１０丁目３番１７号

155 学校法人幌北学園認定こども園はなぞの 札幌市北区新川１条２丁目８番１０号

156 学校法人幌北学園認定こども園ひまわり 札幌市北区拓北６条２丁目６番１２号

157 学校法人幌北学園認定こども園あいの里 札幌市北区あいの里４条６丁目２番５号

158 学校法人高陽学園百合が原幼稚園 札幌市北区百合が原１１丁目１８５番地６

159 学校法人三育学院札幌三育幼稚園 札幌市北区北３５条西２丁目１番１５号

160 学校法人新学舎 札幌市北区北３７条西３丁目３番１５号

161 学校法人菅原学園花川わかば幼稚園 石狩市花川北２条５丁目６５番地

162 学校法人創成学園札幌創成高等学校 札幌市北区北２９条西２丁目１番１号

163 学校法人創成学園そうせい幼稚園 札幌市北区新川４条１３丁目２番４１号

164 学校法人太陽学院太陽こころ幼稚園 札幌市北区屯田９条３丁目３－９

165 学校法人高宮学園代々木ゼミナール札幌校 札幌市北区北７条西２丁目９番地

166 学校法人千歳学園茨戸メリー幼稚園 札幌市北区東茨戸３７番３

167 学校法人天明学園篠路光真幼稚園 札幌市北区篠路町上篠路２５２番地

168 学校法人東日本学園　北海道医療大学 石狩郡当別町字金沢１７５７番地

169 学校法人北陽学園札幌北幼稚園 札幌市北区北３３条西１１丁目３番１０号

170 学校法人有和学園 札幌市北区篠路７条６丁目３番８号



171 学校法人養和学園新川幼稚園 札幌市北区新川２条４丁目８番４３号

172 学校法人吉井学園花川北陽認定こども園 石狩市花川北４条３丁目５番地１

173 株式会社加藤重機鋼業 石狩市花畔140番地７

174 株式会社紙商五代 石狩市新港南１丁目２２番地１１

175 株式会社亀岡組札幌支店 札幌市北区新琴似１０条１丁目１番４４号

176 ㈱川上整熱工業 札幌市北区篠路2条2丁目4番5号

177 株式会社カワモト 札幌市北区篠路５条７丁目２番３９号

178 株式会社環境サービス 石狩市新港南1丁目28－39

179 関西ペイント販売株式会社北海道販売部 石狩市新港南２丁目７１８番地４

180 株式会社神田商事 石狩市親船町８番地

181 株式会社かんぽ生命保険札幌北郵便局 札幌市北区新琴似４条２丁目12－５

182 ㈱かんぽ生命保険篠路郵便局かんぽサービス部 札幌市北区篠路３条５丁目１－５

183 ㈱キクテック北海道 札幌市北区篠路１条９丁目１番７３号

184 岸本産業株式会社 石狩市浜益区柏木８７番地

185 株式会社キショウ 石狩市樽川４４２番地１０号

186 北石狩農業協同組合 石狩郡当別町錦町５３番地５７

187 北石狩農業協同組合厚田経済センター 石狩市厚田区望来１１９番地の３１

188 北石狩農業協同組合西当別支所 石狩郡当別町太美町１４８４番地

189 株式会社北川組鉄工所 石狩市新港西３丁目７５１番地９

190 株式会社北工業 札幌市北区拓北６条３丁目２番１号

191 北三重建有限会社 札幌市北区北１９条西３丁目１番２９号

192 木田製粉株式会社 札幌市北区篠路６条７丁目２番２８号

193 北日本総業株式会社石狩工場 石狩市花川東３２番地１４

194 北菱化学株式会社 石狩市新港中央２丁目７５６番地１３

195 北菱産業埠頭株式会社 札幌市北区北31条西4丁目1番14号

196 北菱産業埠頭株式会社倉庫部石狩倉庫課 石狩市新港西２丁目７８２－１

197 木村自動車工業株式会社 石狩郡当別町太美町２３４３番地

198 株式会社キムラリース 札幌市北区石狩市新港西1丁目７１９

199 株式会社キュアテック 札幌市北区屯田７条7丁目１－２４

200 株式会社キョウエイ 札幌市北区百合が原10丁目2番6号

201 有限会社キョウゴク 札幌市北区篠路5条1丁目2番5号

202 株式会社共同道路工業 札幌市北区篠路１条９丁目１番４５号

203 ㈱京都スペーサー札幌営業所 札幌市北区百合が原７丁目１番３０号

204 協友アグリ株式会社札幌支店 札幌市北区北７条西２丁目２０

205 協立設備株式会社 札幌市北区百合が原５丁目１番３８号

206 杏林製薬株式会社北海道支店 札幌市北区北７条西５丁目７－１札幌北スカイビル１３階

207 共和コンクリート工業株式会社 札幌市北区北８条西３丁目２８番地

208 株式会社清都組 石狩市生振５５４番地８

209 勤医協北在宅総合センター 札幌市北区新琴似１０条２丁目４番１２号

210 勤医協しのろ在宅総合センター 札幌市北区篠路６条１丁目１番１号

211 勤医協当別在宅総合センター 石狩郡当別町末広118番地52

212 ㈱キングコーポレーション札幌営業所 札幌市北区北24条西17丁目1番18号

213 ㈱金鉄商事 札幌市北区新川西1条1丁目5番25号



214 銀のさら札幌新琴似店 札幌市北区新琴似８条15丁目２－１

215 (株)くみあい食品札幌支店 札幌市北区屯田7条8丁目2－7

216 株式会社グラウト 札幌市北区篠路1条7丁目15－15

217 株式会社クリーンアップ新琴似事業所 札幌市北区新琴似町９８８番地２１

218 有限会社グリーンメンテナンス黒澤 札幌市北区新川西３条２丁目750－51

219 クリエートメディック株式会社札幌支店 札幌市北区北７条西４丁目１２

220 株式会社紅乃花や 札幌市北区新琴似町249番地

221 株式会社黒川タイル技建 札幌市北区新川３条１４丁目９番２０号

222 黒松内銘水株式会社札幌営業所 札幌市北区新川４条20丁目１番５号

223 クワハラ食糧株式会社 札幌市北区麻生町７丁目６番１２号

224 ケイエス建装株式会社 札幌市北区新川2条11丁目2番70号

225 株式会社軽自動車館札幌本店 札幌市北区屯田１０条３丁目７番２号

226 啓成産業株式会社 札幌市北区麻生町４丁目１２番８号麻生MMビル

227 ケイミュー株式会社北海道営業所 札幌市北区北９条西２丁目１番地

228 元気っ子保育園・屯田南 札幌市北区屯田３条５丁目２番２号

229 建設塗装工業株式会社リフォーム事業統括部札幌支店 札幌市北区北12条西２丁目２－37

230 ㈱ケンタ工業 札幌市北区新琴似町548番地3

231 株式会社湖池屋北海道支店 札幌市北区北6条西1丁目4－2　ファーストプラザビル5階

232 公益財団法人北海道結核予防会 札幌市北区北８条西３丁目２８番地札幌エルプラザ５階

233 公益社団法人石狩市シルバー人材センター 石狩市新港南１丁目２２番地６６

234 航空自衛隊当別分屯基地 石狩郡当別町字弁華別番外地

235 株式会社公清企業新川営業所 札幌市北区新川西１条１丁目１番１７号

236 恒星設備株式会社石狩分室 石狩市新港西3丁目748番10

237 厚生労働省北海道労働局 札幌市北区北８条西２丁目１－１札幌第１合同庁舎

238 ㈱興洋電機石狩支店 石狩市新港西3丁目765－1

239 株式会社コーケン 石狩郡当別町字中小屋３２９番地

240 コープさっぽろ石狩食品工場 石狩市新港西２丁目７５４－１

241 コープさっぽろ宅配事業本部札幌北センター 札幌市北区屯田１１条２丁目４－１０

242 コープフーズ株式会社石狩工場 石狩市新港西２丁目７５４番地１

243 国立大学法人北海道教育大学 札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

244 国立大学法人北海道大学事務局 札幌市北区北８条西５丁目

245 国立大学法人北海道大学大学院工学研究院 札幌市北区北１３条西８丁目

246 五建空調株式会社 石狩市新港南２丁目３７２０番地８

247 株式会社五大工務店 札幌市北区新川３条19丁目１－30

248 株式会社後藤組 石狩郡当別町栄町４８番地

249 寿薬品株式会社 札幌市北区太平８条７丁目３番１０号

250 株式会社コバヤシ 石狩市新港西３丁目７３７番地１

251 コマツカスタマーサポート株式会社北海道カンパニー 石狩市新港西３丁目７３７番地１３

252 株式会社小松工業 石狩市新港西3丁目737－11

253 コマニー株式会社札幌営業所 札幌市北区北７条西１丁目１番２号ＳＥ札幌ビル8階

254 五洋建設㈱札幌支店石狩八の沢ウインドファーム工事事務所 石狩市八幅町高岡33番地1号

255 コンドーテック株式会社札幌支店 石狩市新港西１丁目７１９番地１２

256 斎久工業株式会社札幌支店 札幌市北区北7条西4丁目3番地新北海道ビル11階



257 財団法人北海道交通安全協会北警察署自動車保管場所調査員 札幌市北区北２４条西８丁目２番２０号

258 ㈱サウザンラボ 札幌市北区百合が原4丁目1－34

259 蔵王産業株式会社札幌営業所 石狩市新港西1－714－2

260 株式会社酒井機材製作所 石狩市新港西３丁目７４９番地１１

261 株式会社酒井組 石狩市八幡２丁目１３２番地５

262 有限会社ササキ通信 石狩市花川北３条５丁目４番地

263 札建工業株式会社 札幌市北区北7条西6丁目2番地34

264 札真重機工業株式会社 札幌市北区麻生町4丁目12番8号アルファ麻生ビル

265 株式会社札新商事 札幌市北区屯田町７４７番地

266 株式会社札都 札幌市北区北２２条西３丁目１番３７号

267 札幌アポロ株式会社新琴似営業所 札幌市北区新琴似１０条１７丁目１番２０号

268 札幌北ケアセンターそよ風 札幌市北区屯田9条2丁目８－1

269 札幌北税務署 札幌市北区北３１条西７丁目３番１号

270 札幌北訪問看護ステーション 札幌市北区北２２条西４丁目１番３０号レーベンビル１階

271 札幌三育小学校 札幌市北区拓北４条１丁目１４番１

272 札幌サンプラザスイミングスクール 札幌市北区北２４条西５丁目１番１号

273 札幌市環境局環境事業部北清掃事務所 札幌市北区屯田町９９０番地

274 札幌市北区役所 札幌市北区北２４条西６丁目

275 札幌市北区第１地域包括支援センター 札幌市北区北２４条西５丁目札幌サンプラザ内

276 札幌市北区第３地域包括支援センター 札幌市北区新琴似８条１４丁目２－１

277 札幌市北区土木部維持管理課 札幌市北区太平１２条２丁目１番７号

278 札幌市北消防署 札幌市北区北２４条西８丁目２番１０号

279 札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター 札幌市北区麻生町８丁目１番１５号

280 札幌市水道局給水部北部配水管理課 札幌市北区新琴似６条２丁目１－１

281 札幌市水道局総務部北部料金課 札幌市北区新琴似６条２丁目１－１

282 札幌市農業協同組合北経済センター 札幌市北区篠路３条１０丁目１番１号

283 札幌市農業協同組合篠路支店 札幌市北区篠路３条１０丁目１番１号

284 札幌市農業協同組合新琴似支店 札幌市北区新琴似８条１丁目１番３６号

285 株式会社札幌篠路自動車学校 札幌市北区篠路１条８丁目６番３０号

286 株式会社札幌瑞相工業石狩工場 石狩市新港西３丁目７６３－２

287 株式会社札幌設備 札幌市北区屯田２条２丁目７番１３号

288 株式会社札幌ダイカンサービス 札幌市北区北２２条西２丁目１番１６号

289 札幌宅商株式会社 札幌市北区北23条西４丁目２番１号ターミナルビル２Ｆ

290 株式会社札幌中央清掃社 札幌市北区新川３条１４丁目１０番１号

291 札幌電設工事株式会社工事部 札幌市北区新川７７３番地３

292 株式会社札幌デンタル・ラボラトリー 札幌市北区北２４条西２丁目３番２６号

293 札幌道路株式会社 札幌市北区篠路町拓北６番434号

294 札幌トヨタ自動車㈱篠路店 札幌市北区篠路１条５丁目５番１号

295 札幌トヨタ自動車㈱石狩店 石狩市花川東１条４丁目23番１

296 札幌トヨタ自動車株式会社新琴似店 札幌市北区新琴似８条９丁目１番１号

297 札幌トヨペット株式会社篠路店 札幌市北区篠路１条４丁目６番２０号

298 札幌トヨペット株式会社新琴似店 札幌市北区新琴似８条１６丁目１番１号

299 札幌中野冷機株式会社 札幌市北区新琴似3条7丁目8－1



300 札幌西タイヤセンター㈱石狩新港支店 石狩市新港中央３丁目７６１－１２

301 札幌西タイヤセンター株式会社北支店 札幌市北区篠路２条１丁目

302 札幌日産自動車株式会社篠路北店 札幌市北区篠路３条５丁目７番６０号

303 ㈱札幌ビケ足場石狩営業所 石狩市新港南3丁目703番30

304 札幌ペック株式会社 札幌市北区百合が原７丁目６番１５号

305 株式会社札幌まるぜん電興 札幌市北区篠路町拓北７－８１

306 株式会社札幌冷熱 札幌市北区新琴似１２条１２丁目５番１号

307 有限会社サテライトいしかり 石狩市新港南２丁目７２９番地３

308 佐藤印刷株式会社 札幌市北区北７条西８丁目１番地２０

309 佐藤工業株式会社札幌支店 札幌市北区北９条西３丁目１９番地１

310 株式会社佐藤左官工業 札幌市北区北２７条西１０丁目５番１６号

311 佐藤水産株式会社サーモンファクトリー工場 石狩市新港東１丁目５４番地

312 株式会社佐藤萬香園 札幌市北区北２４条西１５丁目１番７号

313 沢井製薬株式会社札幌支店 札幌市北区北７条西４丁目５－１

314 株式会社澤木テック 札幌市北区屯田５条１０丁目１番３２号

315 株式会社澤田組建設 札幌市北区屯田７条１２丁目１番３号

316 株式会社沢田建設工業 石狩市花川北６条１丁目８番地

317 三栄食品株式会社 石狩市新港西１丁目706－6

318 株式会社三共コンサルタント札幌支店 札幌市北区北１０条西２丁目１３番地２

319 三共電気工業株式会社 札幌市北区北6条西6丁目2番地

320 産共土木株式会社 石狩市花川南２条６丁目２６５番地

321 三建設備工業株式会社北海道支店 札幌市北区北１５条西２丁目１番１号

322 三晃金属工業株式会社北海道支店 札幌市北区北９条西３丁目ノルテプラザビル２階

323 三晃通信株式会社 札幌市北区北23条西4丁目2－1－1005

324 株式会社三光不動産 札幌市北区北９条西２丁目12番１号ＳＡＮＫＯ札幌駅前ビル

325 株式会社三五工務店 札幌市北区北34条西10丁目6－21

326 株式会社三新 札幌市北区北１５条西２丁目１番８号

327 サントリー酒類株式会社　北海道支社 札幌市北区北８条西３丁目２８番地札幌エルプラザ１２階

328 サントリーフーズ株式会社北海道支社 札幌市北区北８条西３丁目２８札幌エルプラザ12階

329 株式会社サンユー札幌支店 札幌市北区北9条西3丁目10－1　小田ﾋﾞﾙ8階

330 三祐総業有限会社 石狩郡当別町字蕨岱２３２１番地

331 サンリーブ株式会社北海道事業所 札幌市北区北８条西３丁目エルプラザ１２階

332 三和サービス株式会社 札幌市北区新川3条18丁目2番1号

333 三和鉄筋工業株式会社 札幌市北区新琴似１条５丁目３番１１号

334 株式会社サンケイ工業 札幌市北区新琴似町７８１番地６

335 シーカ・ハマタイト販売株式会社北海道支店 札幌市北区北９条西４丁目10－３　ガレリアビル７階

336 株式会社ジーシー北海道営業所 札幌市北区北１６条西６丁目２０番地

337 ㈱ジーテックス 札幌市北区屯田3条2丁目2番1号

338 株式会社ジェイサポート 札幌市北区北7条西4丁目8－3

339 ㈱ジェイエムエンジニアリング札幌ステーション 札幌市北区北13条西4丁目2－1　㈱モリタ北海道支店内

340 ＪＳＳあいの里スイミングスクール 札幌市北区あいの里３条６丁目１番１号

341 シスメックス株式会社 札幌市北区北７条西４丁目１２番地ニッセイＭＫビル

342 指定居宅介護支援事業所セージュ新ことに 札幌市北区新琴似町787番地2



343 篠津中央土地改良区 石狩郡当別町字金沢1363番地21

344 株式会社島津製作所札幌支店 札幌市北区北７条西２丁目８番地１

345 有限会社清水工業 石狩郡当別町蕨岱２３１７番地

346 下田通商株式会社札幌営業所 石狩市新港南３丁目７０４番地８

347 有限会社下段モータース 石狩郡当別町樺戸町１０５５番地２２

348 株式会社下山電設機工 札幌市北区新琴似町７８８番地１０

349 社会医療法人康和会札幌しらかば台篠路病院 札幌市北区篠路5条8丁目2番1号

350 社会福祉法人生振の里 石狩市生振１６７番地８

351 社会福祉法人響会多機能型事業所そら篠路館 札幌市北区篠路2条8丁目1番3号

352 社会福祉法人札幌恵友会介護老人福祉施設新川エバーライフ 札幌市北区新川７１５番地２

353 社会福祉法人高陽福祉会認定こども園メルシー学院 札幌市北区屯田５条９丁目１－４６－６

354 社会福祉法人札親会札北荘 札幌市北区新琴似１条１２丁目６－４７

355 社会福祉法人札幌協働福祉会あいのさとアクティビティーセンター 札幌市北区篠路町福移１４７－４５

356 社会福祉法人札幌協働福祉会あいのさとワークセンター 札幌市北区篠路町福移１４７－３

357 社会福祉法人札幌協働福祉会あいのさとサポートセンター 札幌市北区篠路町福移１４７－３６

358 社会福祉法人札幌協働福祉会たくあいアクティビティむう（夢） 札幌市北区あいの里1条6丁目1-2

359 社会福祉法人札幌恵友会介護老人保健施設茨戸アカシアハイツ 札幌市北区東茨戸２条３丁目２番５号

360 社会福祉法人札幌恵友会介護老人福祉施設福寿園 札幌市北区東茨戸５０番地１０

361 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 札幌市北区北40条西4丁目2番7号札幌N40ビル5階

362 社会福祉法人タンポポのはら 石狩市花畔342番地９

363 社会福祉法人禎心会ケアセンターら・そしあ 札幌市北区新川1条6丁目3－3

364 社会福祉法人禎心会ケアセンターら・せれな 札幌市北区百合が原３丁目１番１号

365 社会福祉法人当別長生会 石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４

366 社会福祉法人はるにれの里地域支援事業所ゆうゆう 石狩市厚田区虹が原１６５－８７

367 社会福祉法人はるにれの里　就労移行支援事業所あるば 石狩市花川南１条４丁目２２５

368 (福)はるにれの里生活介護事業所ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀあらいぶ 石狩市花川南1条6丁目170番地

369 社会福祉法人はるにれの里 石狩市花川北１条５丁目171

370 社会福祉法人はるにれの里厚田はまなす園 石狩市厚田区小谷３３番地１

371 社会福祉法人はるにれの里生活介護事業所ぼぬーる 札幌市北区屯田7条7丁目６－１６

372 社会福祉法人はるにれの里生活介護事業所レラ・もうらい 石狩市厚田区望来96番地１

373 社会福祉法人はるにれの里とれたってマルシェ 石狩市厚田区聚富171－２

374 社会福祉法人はるにれの里ふれあいきのこ村 石狩市厚田区聚富488－1

375 社会福祉法人悠生会介護老人福祉施設白ゆりあいの里 札幌市北区あいの里3条8丁目14番1号

376 社会福祉法人ゆうゆう 石狩郡当別町六軒町７０－１８

377 社会福祉法人百合の会 札幌市北区百合が原１１丁目１８５番地１３

378 ジャパンパイル株式会社北海道支店 札幌市北区北７条西２丁目２０番地東京建物札幌ビル

379 ジャペル株式会社札幌営業所 石狩市新港西２丁目705番地３

380 株式会社ジュネス 札幌市北区新琴似町1021番30

381 株式会社ジョイフルエーケー屯田店 札幌市北区屯田８条５丁目５番１号

382 株式会社常口アトム麻生駅前店 札幌市北区麻生町２丁目３番７号

383 株式会社常口アトム麻生中央店 札幌市北区北４０条西５丁目１番３９号

384 株式会社常口アトム北３４条店 札幌市北区北３３条西４丁目２－７

385 株式会社常口アトム札幌北管理センター 札幌市北区北24条西5丁目1番18号二階



386 株式会社常口アトム札幌北24条支店 札幌市北区北24条西5丁目1番18号

387 株式会社常口アトム北大前店 札幌市北区北１４条西４丁目１番１８号

388 昭和建材工業株式会社 石狩郡当別町栄町８１９番地５

389 昭和木材株式会社 石狩市新港南１丁目１９番地２４号

390 株式会社白子札幌支店 札幌市北区北７条西５丁目８番１北７条ヨシヤビル６階

391 白ゆり南あいの里 札幌市北区南あいの里５丁目４番１号

392 親栄電気工事株式会社環境事業部 石狩市生振４５８－３

393 親栄電気工事株式会社通信事業部 札幌市北区新琴似１２条９丁目２番１８号

394 株式会社進学会スポーツクラブＺＩＰ麻生 札幌市北区麻生町５丁目９番１５号

395 振興自動車株式会社 石狩市新港西3丁目752-6

396 シンコー建設工業株式会社 札幌市北区北２５条西１４丁目３番２７号

397 新昌建設株式会社 石狩郡当別町弥生５１番地

398 有限会社伸星工業 札幌市北区新川７７２番地

399 シンセメック㈱ 石狩市新港西2丁目788－7

400 新日本通信電設有限会社 札幌市北区百合が原５丁目４番２４号

401 新森工業株式会社 石狩郡当別町当別太１５４９番地１

402 水ingＡＭ株式会社 石狩郡当別町下川町137－1

403 株式会社スウェーデンハウススウェーデンヒルズ管理センター 石狩郡当別町スウェーデンヒルズビレッジ２丁目３－２

404 株式会社スガケン 札幌市北区新川西１条３丁目７番１５号

405 株式会社杉本運輸 石狩市新港西１丁目701番地２

406 ㈱鈴木工業所 札幌市北区北２２条西８丁目２番３号

407 株式会社鈴木商会石狩事業所 石狩市新港中央３丁目７５０番地７

408 ㈱鈴木商会EZOECO事業本部ELV事業部 石狩市新港中央3丁目750番地7

409 株式会社スズキレピオ 札幌市北区新川2条8丁目3－5

410 スターティアリード㈱札幌支店 札幌市北区北14条西3丁目２寿ビル１Ｆ

411 株式会社スタック特建営業所 石狩市新港西１丁目772－２

412 株式会社スタック札幌北営業所 石狩市新港西１丁目７７２番地２

413 株式会社ステリサイクル北海道 石狩市新港南3-703-34

414 株式会社ステリサイクル北海道石狩事業所 石狩市新港南３丁目７０３番地９

415 スミス・アンド・ネフュー株式会社札幌営業所 札幌市北区北７条西１－１－５丸増ビル№１８

416 スミタスパートナー株式会社 札幌市北区北７条西５丁目５－３札幌千代田ビル４F

417 住友化学株式会社アグロ事業部営業部札幌営業所 札幌市北区北７条西１丁目１番２号ＳＥ札幌ビル２階

418 住友建機販売株式会社札幌支店 札幌市北区新川西１条１丁目２番３０号

419 株式会社スライブ 札幌市北区篠路町拓北19－183

420 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部札幌北センター 札幌市北区屯田１１条２丁目４番１０号

421 株式会社セイコーフレッシュフーズ石狩冷凍センター 石狩市新港西２丁目782番地７

422 税理士法人アカシヤ総合事務所 札幌市北区北23条西4丁目2－1

423 税理士法人北辰会計 札幌市北区北十七条西４丁目１－１藤井ビル北１７条Ⅱ2Ｆ

424 株式会社星和北営業所 札幌市北区北２２条西３丁目２－１８

425 セーフティガード警備株式会社 札幌市北区北２２条西６丁目１番３号

426 積水化学北海道株式会社 札幌市北区北１４条西４丁目１４－１ハーモネート２Ｆ

427 積水ハウス不動産東京株式会社札幌営業所 札幌市北区北７条西１丁目１番地２

428 積水ハウス株式会社札幌支店 札幌市北区北7条西１丁目１番地２ＳＥ札幌ビル５階



429 セック株式会社札幌営業所 札幌市北区麻生町２－２－２３

430 株式会社ゼロ札幌営業所 札幌市北区北２２条西３丁目２－１８

431 泉亭産業株式会社 石狩郡当別町樺戸町５３２番地２

432 セントラル警備保障株式会社札幌支社 札幌市北区北７条西４丁目１２番地　日本生命北口ビル３階

433 株式会社全日警札幌支社 札幌市北区北７条西１丁目２番地６　ＮＳＳビル１０階

434 全保連株式会社札幌支社 札幌市北区北７条西５丁目７－１札幌北スカイビル８F

435 専門職組合株式会社 札幌市北区新川西１条４丁目２番36号

436 創価学会戸田記念墓地公園 石狩市厚田区望来３２７番地

437 株式会社創見 札幌市北区新川5条16丁目5番10

438 ㈱綜和 札幌市北区篠路町拓北４０－２９

439 株式会社外林北海道営業所 石狩市新港南2丁目718－2

440 ソフトバンク株式会社 札幌市北区北９条西２丁目４－１

441 空知総合振興局札幌建設管理部当別出張所 石狩郡当別町栄町１９２番地７

442 ソレイユの森　屯田 札幌市北区屯田4条6丁目8－16

443 SOMPOケア札幌北居宅介護支援 札幌市北区北20条西5丁目2-50

444 ＳＯＭＰＯケア札幌北訪問介護 札幌市北区北20条西５丁目２番50号CROSSPOINT２F

445 第一環境株式会社石狩事務所 石狩市花川北6条1丁目30番2号

446 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市北区新川2条2丁目12-20

447 第一建興江島株式会社札幌北営業所 札幌市北区屯田１１条１丁目１番１２号

448 第一工業株式会社札幌支店 札幌市北区北7条西4丁目3番地1

449 大栄建工株式会社 石狩郡当別町錦町３５１番地

450 大栄建設株式会社 札幌市北区新琴似８－６－１－６

451 大栄地建工業株式会社 石狩市花川南６条１丁目１２番地１０

452 株式会社大栄通信工業 札幌市北区新琴似５条１０丁目３番１０号

453 大協物流株式会社 札幌市北区北２６条西３丁目２番２４号

454 株式会社大建コーポレーション 札幌市北区屯田町1003番地１

455 大世紀建設株式会社札幌支店 札幌市北区屯田町１００３番地５

456 大成電気株式会社 札幌市北区屯田８条７丁目１番３４号

457 ダイダン株式会社北海道支店 札幌市北区北20条西5丁目１番43号

458 株式会社大地工業 札幌市北区篠路町上篠路６－６

459 大東建託リーシング(株)麻生店 札幌市北区麻生町３丁目１０－９

460 株式会社大東フーズ 石狩市新港西３丁目７６４番地１０

461 大道プラスチック工業株式会社石狩事業所 石狩市新港南２丁目３７２２番地９

462 大八清掃株式会社 札幌市北区篠路町拓北１６２番地６１

463 ダイハツ北海道販売株式会社 札幌市北区新琴似７条１１丁目５番２８号

464 株式会社ダイフレックス札幌営業所 札幌市北区北９条西３丁目１９番１号ノルテプラザビル３階

465 太平電業㈱石狩新港バイオマス事業所
石狩市新港中央2丁目763－9
石狩バイオエナジー合同会社石狩新港バイオマス発電所構内

466 株式会社太平洋クラブ札幌コース 石狩市厚田区聚富２４２番地

467 大丸株式会社包装システム営業部 石狩市新港西２丁目７８０番地３

468 大丸電機工業株式会社 札幌市北区篠路町上篠路６２番地６０

469 株式会社大明電気 札幌市北区拓北７条５丁目３番１号

470 株式会社ダイヤコンサルタント北海道支社 札幌市北区北１０条西２丁目１３番地２

471 高野金属工業有限会社 石狩市新港南1丁目22－58



472 鷹ノ羽工業株式会社 石狩市樽川４８４番地９２

473 タカノフーズ株式会社札幌営業所 札幌市北区北６条西１丁目３８

474 株式会社髙橋重機興業 札幌市北区太平１０条７丁目２番３号

475 髙松工業株式会社 札幌市北区新琴似７条１２丁目３番５８号

476 タクトホーム株式会社札幌店 札幌市北区北１７条西１丁目２－１

477 株式会社匠 札幌市北区屯田7条5丁目7-7

478 株式会社竹内設備 石狩市花川北1条3丁目137番地

479 武田薬品工業㈱北海道リージョン神経精神北海道第二エリア 札幌市北区北10条西3丁目23番地1

480 武田薬品工業㈱北海道リージョンRDBU血漿分画製剤北海道東北エリア 札幌市北区北10条西3丁目23番地1

481 武田薬品工業㈱日本オンコロジー事業部血液・呼吸器腫瘍領域部 札幌市北区北10条西3丁目23番地1

482 武田薬品工業㈱日本オンコロジー事業部固形腫瘍領域部
東日本ユニット北海道エリア

札幌市北区北10条西3丁目23番地1

483 武田薬品工業㈱北海道リージョン消化器北海道第二エリア 札幌市北区北10条西３丁目23番地１　６階

484 武田薬品工業㈱北海道リージョン神経精神北海道第一エリア 札幌市北区北10条西3丁目23番地1　THE　PEAK　SAPPORO６階

485 武田薬品工業㈱北海道リージョン神経精神北海道第三エリア 札幌市北区北10条西3丁目23番地1　THE　PEAK　SAPPORO６階

486 武田薬品工業㈱北海道リージョン消化器北海道第三エリア 札幌市北区北10条西3丁目23番地1　THE　PEAK　SAPPORO６階

487 武田薬品工業㈱北海道リージョン消化器北海道第一エリア 札幌市北区北10条西3丁目23番地1　THE　PEAK　SAPPORO６階

488 武田薬品工業㈱北海道リージョンワクチン北海道エリア 札幌市北区北10条西3丁目23番地1　THE　PEAK　SAPPORO６階

489 田島金属工業株式会社 札幌市北区北２９条西４丁目２番

490 株式会社ダスキン・フロンティア 札幌市北区篠路１条３丁目２番１３号

491 株式会社タダノテクノ東日本札幌工場 札幌市北区麻生町９丁目２番１６号

492 株式会社玉よし 札幌市北区新川西２条３丁目３番１号

493 株式会社ダルク札幌支店 石狩市新港西１丁目７３０番地２

494 ダンロップタイヤ北海道株式会社タイヤランド石狩 石狩市花川南10条1丁目1－2

495 チェスト株式会社札幌営業所 札幌市北区北20条西3丁目江洋ビル1階

496 地方独立行政法人北海道立総合研究機構
産業技術環境研究本部工業試験場

札幌市北区北１９条西１１丁目

497 地方独立行政法人北海道立総合研究機構
産業技術環境研究本部ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境・地質研究所

札幌市北区北19条西12丁目

498 株式会社中央ガス圧接 石狩市花川北５条２丁目１５番地

499 株式会社中央バス自動車学園 札幌市北区新琴似８条１７丁目１番１号

500 株式会社長府サービスステーション 札幌市北区篠路３条２丁目２番１号

501 株式会社つうけんアクティブ道央事業部札幌事業所 石狩市花川南８条５丁目３２番１号

502 株式会社つうけんモバイル事業部 札幌市北区新川４条１丁目３－15

503 ツクイ札幌屯田 札幌市北区屯田9条7丁目2－15

504 株式会社ツクイ　ツクイ札幌新川 札幌市北区新川３条１２丁目２番１号

505 株式会社ツクイ　ツクイ札幌太平 札幌市北区太平７条６－６－17

506 有限会社辻電気 札幌市北区新琴似１条１１丁目７番１５号

507 辻野建設工業株式会社 石狩郡当別町末広３８０番地

508 株式会社辻野商店 石狩郡当別町末広３８０番地

509 株式会社勉建設 札幌市北区屯田６条１０丁目７番３０号

510 株式会社ツムラ札幌支店札幌第一営業所 札幌市北区北７条西１丁目１－５

511 株式会社ツムラ札幌支店札幌第二営業所 札幌市北区北７条西１丁目１－５（丸増ビルN018　７F）

512 株式会社ツムラ札幌支店札幌第三営業所 札幌市北区北７条西１丁目１－５丸増ビル№18　７F

513 株式会社ツムラ札幌支店 札幌市北区北７条西１丁目１－５丸増ビルＮＯ１８　７階



514 有限会社ティアクセス 石狩市新港西３丁目７０１－１

515 株式会社tiez 石狩市緑苑台東3条3丁目65

516 株式会社ティーユー実業 札幌市北区屯田６条１０丁目７番３０号

517 デイサービスセンター七色の国 札幌市北区屯田９条９丁目５－15

518 デイサービスきたえるーむ札幌麻生 札幌市北区新琴似７条３丁目1-26

519 株式会社テーオーフォレスト札幌支店 石狩市新港南２丁目３７２２－１

520 株式会社テーオーフローリング札幌支店 石狩市新港南2丁目3722-1

521 株式会社データベース 札幌市北区北７条西５丁目８番５号データビル

522 出村左官工業株式会社 札幌市北区太平４条５丁目５番１号

523 電気興業株式会社北海道支店 札幌市北区北６条西６丁目２番地福徳ビル

524 デンタルサポート株式会社 札幌市北区北17条西４丁目２－32　クレスト18　202

525 東栄株式会社道央支店 石狩市新港西１丁目733－３－４

526 道央興産有限会社 石狩市花川南５－２－１０２

527 東央産業株式会社 札幌市北区新琴似７条１３丁目６番３０号

528 株式会社道央理化産業 札幌市北区北２２条西９丁目１番１５号

529 東芝三菱電機産業システム(株)北海道営業所 札幌市北区北7条西1-1-2　SE札幌ビル

530 ㈱道新中西販売所 札幌市北区篠路3条7丁目3－19

531 ㈱道新販売センター屯田販売所 札幌市北区屯田5条7丁目1－60

532 道水産業株式会社札幌本部 石狩市新港西１丁目７２２番地５

533 株式会社ドウデン電設部 札幌市北区北７条西５丁目８番５号データビル５階

534 東部開発㈱銀のさら札幌創成川通り店 札幌市北区北28条西2丁目1－23

535 当別浄水場出張所 石狩郡当別町東町903－118

536 有限会社当別清掃社 石狩郡当別町若葉５１５番地

537 当別･高岡アクティビティーセンター 石狩郡当別町高岡1813ｰ１

538 当別町教育委員会 石狩郡当別町白樺町５８番地９

539 当別町役場 石狩郡当別町白樺町５８番地９

540 株式会社当別熱源 石狩郡当別町末広３８０番地

541 当別訪問看護ステーション 石狩郡当別町錦町５５番地９ＪＲドーミー当別１階

542 当別舗道株式会社 石狩郡当別町栄町８１９番地５

543 株式会社東鵬北海道支店 札幌市北区新琴似3条7丁目1－18

544 東洋ガラス工業株式会社 石狩市新港南２丁目２７１番地１

545 道路建設株式会社 札幌市北区北７条西４丁目３番地１

546 東ワラ商事株式会社営業本部 石狩市新港西１丁目７７１番地

547 株式会社トーウン 石狩市新港南1丁目19－11

548 北海道トーコー株式会社 札幌市北区北７条西５丁目５番地３

549 トーシン興業株式会社 石狩郡当別町対雁４２２番地１

550 トーホー工業㈱道央営業所 石狩市新港西２丁目787－４

551 株式会社トーホーフードサービス札幌支店 石狩市新港西２丁目７８０－１

552 特定医療法人朋友会石金病院 札幌市北区新川７１４番地２

553 特定非営利活動法人あいまち 石狩市花川南2条3丁目91番地2

554 特定非営利活動法人あつたライフサポートの会　望来事業所 石狩市厚田区望来９７０番地３

555 特定非営利活動法人あつたライフサポートの会厚田事業所 石狩市厚田区厚田２番地の１４

556 特定非営利活動法人札幌微助人倶楽部 札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2階



557 特定非営利活動法人ＳＳＳスポーツクラブ 札幌市北区北３６条西３丁目３番８号

558 特定非営利活動法人はぐくみ会 札幌市北区新琴似６条14丁目４－８

559 特定非営利活動法人ふれあい広場タンポポのはら 石狩市花川南４条５丁目２１番地

560 特定非営利活動法人北海道こども発達研究センター 石狩市緑苑台東3条3丁目270番1

561 特別養護老人ホーム厚田みよし園 石狩市厚田区厚田１８９番地１

562 苫小牧埠頭株式会社ｵｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ事業部石狩ﾀｰﾐﾅﾙ 石狩市新港中央４丁目２番地２

563 苫小牧埠頭株式会社港運事業部石狩支店 石狩市新港西２丁目744番２

564 トヨタＬ＆Ｆ札幌㈱石狩営業所 石狩市新港東２丁目３番地１

565 トヨタカローラ札幌㈱篠路店 札幌市北区篠路4条1丁目1番1号

566 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック新琴似 札幌市北区新琴似７条４丁目１番40号

567 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック花川 石狩市花川南８条１丁目５８

568 トヨタモビリティパーツ株式会社 札幌市北区新川２条６丁目５番３０号

569 鳥居薬品株式会社北海道東北支社札幌オフィス 札幌市北区北7条西1-2-6　NCO札幌5階

570 株式会社トワニ札幌店 石狩市新港西１丁目７２３番地１

571 株式会社Ｎaka 札幌市北区屯田７条５丁目２－10

572 長澤工業株式会社 札幌市北区新川４条３丁目２番１７号

573 株式会社中銭鉄筋工業 石狩市新港西3丁目737番3

574 株式会社ナカヤマ 石狩市新港東２丁目３番地１１

575 名古屋電機工業株式会社札幌支店 札幌市北区北２１条西５丁目２番１２号

576 ナポリの窯麻生店 札幌市北区北３２条西３丁目１番７号

577 ニシオティーアンドエム㈱北海道東北支店 石狩市新港西3-737-16

578 株式会社錦戸電気札幌支店 札幌市北区北２４条西１４丁目８番１０号

579 西松建設株式会社札幌支店 札幌市北区北７条西２丁目２０番地

580 ニチイケアセンターあいの里 札幌市北区あいの里1条3丁目6-12　あいの里1-3 C棟

581 日道電建株式会社 札幌市北区新川２条１０丁目１番２２号

582 株式会社ニチレイフーズ北海道支社 札幌市北区北７条西１丁目２番地６

583 日工株式会社北海道支店 札幌市北区北７条西１丁目１番地２

584 株式会社日弘ヒーテイング 札幌市北区百合が原４丁目１番３８号

585 日興美装工業株式会社 札幌市北区北１９条西４丁目１番２１号

586 日産プリンス札幌販売株式会社篠路支店 札幌市北区篠路３条３丁目１番３６号

587 日産プリンス札幌販売株式会社新琴似支店 札幌市北区新琴似７条１６丁目４番１５号

588 株式会社日成興産 石狩市新港南２丁目3721番地４

589 日成産業株式会社石狩センター 石狩市新港西１丁目７１３番地

590 日清食品株式会社北海道支店 札幌市北区北７条西１丁目１番地２ＳＥ札幌ビル５Ｆ

591 株式会社ニトリ 札幌市北区新琴似7条1丁目2番39号

592 日本エレベーター製造㈱札幌営業所 札幌市北区北6条西6丁目2－12

593 日本キャタピラー合同会社北海道地区札幌北営業所 石狩市新港中央３丁目７６１番地９

594 日本住環境株式会社札幌支店 札幌市北区北7条西1丁目2-6

595 日本住宅パネル工業協同組合東日本支所札幌営業所 札幌市北区北９条西３丁目１０－１小田ビル

596 株式会社日本政策金融公庫札幌北支店 札幌市北区北７条西４丁目５番地１

597 日本臓器製薬株式会社札幌支店 札幌市北区北３１条西２丁目２番２２号

598 日本通運株式会社石狩湾新港営業所 石狩市新港西2丁目744-3

599 日本通運株式会社札幌支店 札幌市北区北7条西4丁目5番地1



600 日本テトラパック株式会社札幌支店 札幌市北区北１２条西３丁目１番１５号N12ビル２F

601 日本電子株式会社札幌支店 札幌市北区北９条西３丁目１９番地ノルテプラザ５階

602 日本電設工業株式会社北海道支店 札幌市北区北１６条西５丁目２番２２号

603 日本道路興運株式会社北海道支店 札幌市北区北１０条西４丁目１番１９号楠本第10ビル２F

604 日本年金機構札幌北年金事務所 札幌市北区北24条西６丁目２－12

605 日本ハウズイング株式会社北海道事業部 札幌市北区北７条西１丁目１番地５

606 株式会社日本防災技術センター 札幌市北区北１０条西４丁目１番地

607 日本ボデーパーツ工業株式会社 石狩市新港西１丁目７１１－３

608 日本メディカルプロダクツ株式会社札幌支店 札幌市北区北32条西12丁目１番10号

609 日本郵便株式会社石狩郵便局郵便部 石狩市花川北３条２丁目２００

610 日本郵便株式会社石狩北郵便局 石狩市八幡２丁目３３２－１３

611 日本郵便株式会社札幌北郵便局 札幌市北区新琴似４条２丁目１２番５号

612 日本郵便株式会社篠路郵便局 札幌市北区篠路３条５丁目１番５号

613 日本郵便株式会社当別郵便局 石狩郡当別町弥生５１番地４

614 日本郵便株式会社太美郵便局 石狩郡当別町太美町1480－58

615 日本緑化工株式会社 札幌市北区篠路８条５丁目２番１号

616 認定こども園麻生明星幼稚園 札幌市北区麻生町4丁目11－14

617 認定こども園新琴似幼稚園 札幌市北区新琴似８条３丁目１番２０号

618 認定こども園ミナクル幼稚園 石狩市花川南３条５丁目３番地

619 ネスレ日本株式会社 札幌市北区北７条西４丁目12番地

620 ネッツトヨタ道都㈱新琴似店 札幌市北区新琴似8条16丁目5番2号

621 ネッツトヨタ札幌株式会社篠路店 札幌市北区篠路１条５丁目６番１号

622 ネッツトヨタ札幌株式会社花川店 石狩市花川南７条４丁目３７７番地２

623 株式会社ネンセツ 札幌市北区新琴似６条５丁目３番１号

624 能美防災株式会社北海道支社 札幌市北区北１３条西１丁目２番２１号

625 株式会社ノース・テック 札幌市北区屯田９条７丁目４番10号

626 ノボノルディスクファーマ株式会社札幌オフィス 札幌市北区北７条西５丁目７番地１札幌北スカイビル６階

627 株式会社パースジャパン札幌営業所 札幌市北区北３７条西４丁目３番１２号藤井ビルＮ３７２階

628 株式会社パーソナル・ケア・ポート 札幌市北区屯田５条１丁目５番４号

629 パーソナルサポートセンターぽけっと花川サテライト 石狩市花川南８条３丁目７１番地

630 パーソナルサポートセンターぽけっと厚田サテライト 石狩市厚田区虹が原165－64

631 ハインツ日本株式会社北海道オフィス 札幌市北区北９条西３丁目19番１号ノルテプラザビル５Ｆ

632 白十字株式会社北海道営業所 札幌市北区新琴似１条２丁目３番１３号

633 PAS株式会社カーコンビニ倶楽部北24条店 札幌市北区北23条10-2-12

634 長谷部商事株式会社 石狩市新港西１丁目７７４番地

635 株式会社花川重機建設 石狩市花川南６条５丁目１０６番地

636 株式会社花川土木工業 石狩市花川南2条3丁目40番地

637 花川マリア認定こども園 石狩市花川南4条5丁目19-2

638 有限会社花源 札幌市北区太平３条３丁目２番２号

639 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社 札幌市北区北９条西２丁目１番地

640 パナソニックエイジフリーケアセンター札幌北デイサービス 札幌市北区屯田３条２丁目１番１号

641 パナソニックLＳエンジニアリング株式会社 札幌市北区北9条西2丁目1番地

642 株式会社はまますマリンデリカ 石狩市浜益区群別村字幌１１７番地



643 ハヤカワ建設株式会社 石狩郡当別町対雁３０番地

644 株式会社　原一 札幌市北区北８条西４丁目１番１－４０１

645 株式会社原田配管工業所 札幌市北区新琴似１１条４丁目４番１３号

646 株式会社パロマ札幌営業所 札幌市北区北３３条西７丁目１番１号

647 株式会社パワー・サービス 札幌市北区北9条西3丁目1-1-5階

648 株式会社パワー・ステーション 札幌市北区北9条西3丁目1-1-5階

649 株式会社ハンテック 石狩市花川東634番地３

650 株式会社ビーイング札幌営業所 札幌市北区北9条西3丁目19番地ﾉﾙﾃﾌﾟﾗｻﾞ3F

651 PHCメディコムネットワークス株式会社札幌営業所 札幌市北区北７条西１丁目２番６号ＮＣＯ札幌１１階

652 株式会社ピーエス三菱札幌支店 札幌市北区北１０条西２丁目１３番地２ダイヤコンサルタントビル

653 株式会社ビー・エム・エル札幌営業所 札幌市北区新川２条２丁目12番20号

654 東日本フード株式会社 札幌市北区北７条西１丁目１番地２

655 東日本高速道路㈱北海道支社札幌工事事務所 札幌市北区北37条西4丁目3-12　藤井ﾋﾞﾙＮ３７

656 ピザハット北札幌店 札幌市北区北２０条西４丁目２１番地２０４ハイツ１階

657 ピザハット麻生店 札幌市北区新琴似８条５丁目１番１号

658 ピザハット篠路店 札幌市北区篠路３条７丁目８番１２号

659 日立建機日本株式会社北海道支社 石狩市新港中央２丁目７６６番地３

660 株式会社日立ハイテクフィールディング北海道支店 札幌市北区北７条西１丁目１番地２

661 株式会社日立ビルシステム北海道支社札幌営業所 札幌市北区北７条西１丁目２番地６ＮＳＳビル

662 ピップ株式会社札幌物流センター 石狩市新港西２丁目７７１番地１

663 一二三北路株式会社 札幌市北区篠路５条１丁目１番１０号

664 一二三北路株式会社石狩営業所 石狩市新港南２丁目７２２番地９

665 ひまわり建設株式会社 札幌市北区篠路５条１丁目１番１０号

666 株式会社ひらり 札幌市北区新川1条4丁目1番1号

667 ファミリア飛内株式会社 札幌市北区北１２条西４丁目２番２号

668 株式会社ファーシル 札幌市北区北29条西6丁目1番15号

669 株式会社ファスト・フード・サービスピザハット屯田店 札幌市北区屯田６条９丁目６番３３号

670 日信ＩＴフィールドサービス株式会社札幌サービスステーション 札幌市北区北２４条西４丁目３－１２

671 有限会社福岡燃料 札幌市北区新川２条５丁目７番５号

672 株式会社福田水文センター 札幌市北区北２４条西１５丁目２番５号

673 株式会社フジイ 札幌市北区新琴似町７７５番２４

674 株式会社藤井建業 札幌市北区新琴似町７９３番地２

675 株式会社藤井工務店 札幌市北区新琴似７条１７丁目４番３号

676 フジクリーン工業株式会社札幌支店 札幌市北区北7条西1丁目1－2SE札幌ビル10階

677 不二光学器械株式会社 札幌市北区北２０条西４丁目２番４０号

678 有限会社富士札幌エレベータ 札幌市北区北６条西６丁目第１山崎ビル

679 富士フイルムメディカル㈱北海道支社 札幌市北区北１８条西３丁目１番３８号

680 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社ＣＳ統括部 札幌市北区北７条西４丁目５番１号

681 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社北海道支社 札幌市北区北７条西４丁目５－１

682 フシマン商事株式会社 札幌市北区北８条西５丁目１番地

683 有限会社藤美工務店 札幌市北区北30条西11丁目4番5号

684 富士屋鉄工工事株式会社 札幌市北区屯田３条３丁目４番１４号

685 株式会社双葉工業社はまなす工場 石狩市新港南3丁目704番2号



686 株式会社双葉工業社石狩工場 石狩市新港南１丁目１９番地４７

687 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱北海道ｶﾝﾊﾟﾆｰ石狩 石狩市花川北１条６丁目３番地

688 ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ 札幌市北区北７条西１丁目２－６ＮＣＯ札幌16Ｆ

689 株式会社プロテックス 札幌市北区北15条西4丁目２－１６

690 株式会社フロンティア・サイエンス 石狩市新港西１丁目777－12

691 株式会社フロンティアホーム企画 札幌市北区新川西1条６丁目1番３号

692 文化シャッターサービス㈱札幌北サービスステーション 札幌市北区屯田７条８丁目２番６号

693 平安警備保障株式会社 札幌市北区新琴似７条１３丁目４番２１号

694 株式会社平成道路 札幌市北区篠路町拓北31番地396

695 訪問看護ステーション新ことに 札幌市北区新琴似８条９丁目２－１マルシンビル２階

696 訪問看護ステーションデューン札幌北 札幌市北区麻生町5丁目5-11

697 株式会社ホーム企画センター 札幌市北区北３８条西２丁目１番２６号

698 (株)ホームクリエイト 札幌市北区新琴似１２条１３丁目３番８号

699 株式会社ホクカン札幌支社 札幌市北区新川4条5丁目5番4号

700 株式会社HOKUSHIN 札幌市北区篠路１条５丁目９番１８号

701 北真工業株式会社 札幌市北区東茨戸2条1丁目7-11

702 株式会社北成工業 札幌市北区太平10条3丁目2－22

703 北生産業株式会社 石狩市生振２線北３０６番地２

704 北成自動車株式会社 石狩郡当別町対雁２２番地３

705 ㈱北石エンジニアリング 石狩市新港南3丁目700番地19

706 株式会社北創 札幌市北区屯田９条１２丁目６番３号

707 ほくでんサービス株式会社札幌北 札幌市北区篠路２条２丁目８番１８号

708 北東通信株式会社 札幌市北区新琴似12条12丁目３番20号

709 ホクト建機サービス㈱ 札幌市北区新川７１６

710 株式会社ホクト造園 札幌市北区麻生町６丁目１４番２９号

711 株式会社ほくねん本社 札幌市北区新琴似6条6丁目4番15号　2階

712 株式会社ほくねん北営業所 札幌市北区新琴似６条６丁目４番１５号

713 北燃商事株式会社札幌北営業所 札幌市北区太平７条１丁目１－５

714 株式会社ほくねん百合が原油槽所 札幌市北区百合が原9－2－12

715 株式会社ホクビー 石狩市新港西１丁目７２５番地１

716 株式会社ほくまるサービス 札幌市北区屯田６条１１丁目３番１３号

717 株式会社北洋銀行麻生支店 札幌市北区北３８条西４丁目２番１５号

718 株式会社北洋銀行北七条支店 札幌市北区北７条西４丁目５番地１

719 ㈱北洋銀行北二十四条支店 札幌市北区北２３条西４丁目１番３０号

720 株式会社北洋銀行新琴似支店 札幌市北区新琴似８条６丁目５番７号

721 株式会社北洋銀行花川北支店 石狩市花川北３条３丁目１２番地

722 北洋交易株式会社スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 石狩郡当別町スウェーデンヒルズ２７８８－２８

723 株式会社北陸銀行麻生支店 札幌市北区北39条西４丁目１－６

724 株式会社北立技建 札幌市北区東茨戸3条2丁目3番15号

725 株式会社ホクレン協同サービスパールライス事業所 石狩市新港西２丁目７９２番地

726 株式会社ホクレン商事 札幌市北区北７条西１丁目２番地６ＮＳＳビル８階

727 株式会社干場自動車整備工場 石狩市花川南２条５丁目１５番地

728 株式会社北海施設 札幌市北区拓北７条２丁目１０番１６号



729 北海商事㈱札幌西営業所 石狩市新港西1丁目717番地1

730 北海道エア・ウオーター株式会社札幌産業西営業所 石狩市新港西３丁目７５０

731 北海道開発局 札幌市北区北８条西２丁目

732 北海道管材株式会社 札幌市北区新川４条４丁目１番４０号

733 北海道機販株式会社 札幌市北区北１８条西５丁目１番１２号

734 株式会社北海道教科書供給所 石狩市新港西１丁目７１９番地１４

735 株式会社北海道銀行麻生支店 札幌市北区麻生町５丁目１番２４号

736 株式会社北海道銀行北二十四条支店 札幌市北区北２３条西３丁目２番３２号

737 北海道銀行第６法人営業部 札幌市北区北７条西２丁目２０番地

738 株式会社北海道銀行プライベートバンキングセンター麻生 札幌市北区麻生町５丁目１番２４号

739 株式会社北海道クボタ当別営業所 石狩郡当別町対雁２０番地１７

740 北海道クリーン・システム株式会社資源リサイクルセンター 石狩市新港南３丁目７０４番１０

741 北海道経済産業局 札幌市北区北８条西２丁目

742 北海道警察札幌方面北警察署 札幌市北区北２４条西８丁目２番２０号

743 北海道厚生局麻薬取締部 札幌市北区北８条西２丁目１番１

744 北海道こども発達研究センター樽川事業所 石狩市樽川6条2丁目4－1

745 北海道財務局 札幌市北区北８条西２丁目１番地１札幌第１合同庁舎

746 北海道札幌道税事務所自動車税部 札幌市北区北22条西2丁目1番30号

747 北海道三建サービス工事株式会社 札幌市北区北１５条西２丁目１番１号

748 北海道サンプラス株式会社 石狩市新港西１丁目７０６－９

749 北海道三祐株式会社 札幌市北区屯田６条８丁目９番１２号

750 北海道車体株式会社石狩工場 石狩市新港西２丁目７７９番地

751 北海道酒類販売株式会社 札幌市北区北１２条西３丁目１番１５号

752 北海道水道機材株式会社札幌支店 札幌市北区新川西１条１丁目１番３４号

753 北海道セキスイハイム㈱ 札幌市北区北14条西4丁目2番1号

754 北海道セキスイハイム株式会社 札幌市北区北１４条西４丁目２番１号

755 北海道総合通信局 札幌市北区北８条西２丁目１番地１札幌第１合同庁舎

756 株式会社北海道ソルト札幌営業所 石狩市新港西１丁目707－３

757 北海道大学生活協同組合 札幌市北区北８条西７丁目１番地１

758 北海道大学大学院理学研究院 札幌市北区北１０条西８丁目

759 北海道タイコー株式会社 札幌市北区北17条西４丁目２－７

760 北海道地方環境事務所 札幌市北区北８条西２丁目

761 ㈱北海道通信特機札幌支店 札幌市北区新琴似8条8丁目2番3号　第二恵ビル

762 北海電気工事株式会社札幌支店石狩配電センター 石狩市新港中央３丁目７６２番地４

763 株式会社北海道テクニカルサービス 札幌市北区屯田３条１丁目１番８号

764 北海電気工事株式会社札幌支店技術グループ北技術センター 札幌市北区篠路２条２丁目８番１８号

765 北海道電力ネットワーク株式会社札幌北ネットワークセンター 札幌市北区篠路２条２丁目８番１８号

766 北海道道路産業株式会社 札幌市北区新川西１条１丁目１番３０号

767 北海道日産自動車株式会社新琴似店 札幌市北区新琴似３条１丁目１番３９号

768 北海道農材工業株式会社 札幌市北区北７条西６丁目１番地

769 北海道ノーミ株式会社 札幌市北区北１３条西１丁目２番２１号

770 北海道ハニューフーズ株式会社 札幌市北区新川３条１９丁目２番１２号

771 北海道日野自動車株式会社札幌北支店 石狩市新港西1丁目778番地１３



772 株式会社北海道放射線管理センター 札幌市北区北２２条西９丁目１番地１

773 北海道マツダ販売株式会社麻生店 札幌市北区麻生町９丁目１番５号

774 北海道三菱自動車販売株式会社石狩店 札幌市北区太平２条３丁目１－１

775 北海道三菱自動車販売株式会社花川店 石狩市樽川７条１丁目１－４

776 北海道木材市場協同組合 札幌市北区篠路町上篠路７番地８

777 北海道ライナー株式会社 札幌市北区新琴似１条２丁目７番２９号

778 北海道旅客鉄道株式会社札幌信号通信所 札幌市北区北６条西７丁目８－３２

779 北海道労働金庫札幌麻生支店 札幌市北区麻生町2丁目12番7号

780 北海道労働金庫札幌北支店 札幌市北区北７条西２丁目６番地３７山京ビル１階

781 北海道和光純薬株式会社 札幌市北区北１５条西４丁目１番１６号

782 北海日植株式会社 札幌市北区北２３条西７丁目１－３３

783 北海道リネンサプライ株式会社石狩工場 石狩市新港西１丁目７０６番７

784 有限会社ホッコーサービス 札幌市北区新琴似３条13丁目５番15号

785 社会福祉法人ＨＯＰエンデバー 札幌市北区新川4条17丁目1番32号

786 株式会社北舗道央支店 石狩市新港中央２丁目７５８番地３

787 有限会社ほづみ通信 札幌市北区北７条西８丁目２－39

788 株式会社ホンダ四輪販売北海道北３２条店 札幌市北区新琴似１条１丁目５番２９号

789 株式会社ホンダ四輪販売北海道太平店 札幌市北区太平４条１丁目１番１号

790 株式会社前田電機製作所 石狩市新港南３丁目７０１番地２

791 株式会社ＭＡＫＯＴＯ 札幌市北区北２５条西１４丁目５番５５号

792 株式会社増実 札幌市北区新川８条１７丁目７６９番地３２

793 有限会社松本新聞店 札幌市北区北32条西５丁目３番20号

794 株式会社マテック石狩支店 石狩市新港南１丁目２２番地１６

795 株式会社マナテック 札幌市北区篠路町上篠路７１番地２５

796 株式会社丸愛ファニチャー 石狩市新港南３丁目７００番地４

797 マルウロコ酒井建設工業株式会社 石狩市花畔174番地1

798 株式会社丸栄 石狩市新港南１丁目２２－７３

799 株式会社丸雄設備 札幌市北区北区太平12条４丁目８番13号

800 株式会社丸加水産 札幌市北区新川西２条１丁目４番１号

801 マルキン機鋼株式会社 石狩市新港西１丁目７１９番地１７

802 マルサダ小林株式会社樽川工場 石狩市樽川462番11

803 株式会社丸島アクアシステム北海道支店 札幌市北区北７条西２丁目２０番地

804 マルショウ工機株式会社 札幌市北区篠路1条7丁目3－4

805 丸正誠伸興業株式会社 札幌市北区西茨戸５番１６号

806 丸新産業株式会社 札幌市北区太平４条４丁目７番２６号

807 株式会社丸大日建ホーム 札幌市北区新川８０２番地３２

808 丸高北進建設株式会社 札幌市北区篠路８条３丁目５番２４号

809 丸敏菊地工業株式会社 札幌市北区北３０条西５丁目２番２８号

810 株式会社丸二森建 札幌市北区篠路町拓北２０－７

811 株式会社マルベリーさわやかセンター札幌東 札幌市北区新川6条20丁目1番1号

812 丸松総業株式会社 札幌市北区あいの里３条１０丁目１１－８

813 マルミプラス株式会社 札幌市北区篠路３条７丁目５番１４号

814 株式会社マルヨシ工業 石狩市花川東１条４丁目13番地



815 万葉倶楽部株式会社ふとみ銘泉万葉の湯 石狩郡当別町太美町１６９５番地６７

816 株式会社ミィミィ 石狩市花川南１条１丁目177

817 株式会社ミストラル札幌営業所 札幌市北区新川４条13丁目７-26

818 ㈱水野鉄筋工業 石狩市新港南1丁目22番地41

819 ミズホ株式会社北海道センター 札幌市北区北７条西２丁目６-３７三京ビル２１１

820 株式会社ミチウエ 札幌市北区新琴似町５７４番地１

821 三井住友建設株式会社北海道支店石狩バイオマス作業所 石狩市新港中央2丁目763-1

822 三井ホーム北海道株式会社 札幌市北区北10条西2丁目1番地2

823 ㈱ミツウロコヴェッセル北海道札幌北店 札幌市北区屯田７条４丁目２番８号

824 株式会社三津橋 石狩市花畔１４０番地４

825 三津橋産業株式会社札幌支店 石狩市花川東２条１丁目１番地

826 三菱電機ビルソリューションズ㈱北海道支社札幌支店 札幌市北区北７条西２丁目８－１札幌北ビル

827 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ株式会社 石狩市花川東１条１丁目５２番地

828 株式会社皆善工業 札幌市北区篠路８条２丁目６番２１号

829 ミナミ石油株式会社 札幌市北区篠路７条１丁目４番１号

830 ㈱ミニミニ札幌駅北口店 札幌市北区北8条西4－22－7

831 有限会社みやけ食品北海道事業部 札幌市北区新川西2条1丁目3－30

832 宮坂建設工業株式会社札幌支社 札幌市北区北１４条西３丁目２番１２号

833 株式会社宮田自動車商会西営業所 札幌市北区新川713番地１

834 宮永建設株式会社 石狩郡当別町栄町８１９番地

835 宮永石油株式会社 石狩郡当別町栄町４８番地

836 株式会社ムサシ札幌支店 札幌市北区北１２条西３丁目１番１５号　Ｎ１２ビル

837 株式会社ムトウ 札幌市北区北１１条西４丁目１番15号

838 村上労働行政事務所 石狩市花川南1条2丁目295番地

839 村中医療器株式会社札幌営業所 札幌市北区北２６条西５丁目１番２１号

840 明治けんこう宅配札幌店 札幌市北区篠路1条8丁目1-13

841 明治ミルクステーション北宅配センター 札幌市北区屯田5条7丁目1－60

842 有限会社明和重機 札幌市北区屯田町743－10

843 株式会社メディカル・スカイ 札幌市北区新琴似７条１４丁目５番２９号

844 メディキット株式会社札幌営業所 札幌市北区北7条西4－4－3　札幌クレストビル9階

845 株式会社メディコスヒラタ札幌営業所 札幌市北区北９条西３丁目１９－１ノルテプラザ３階

846 株式会社　モエレ産業 札幌市北区新琴似５条１２丁目３－５

847 株式会社もっかいトラスト新川営業所 札幌市北区新川１条６丁目２番３１号

848 株式会社モナミコーポレーション 札幌市北区北37条西5丁目1番8号モナミ麻生ビル1階

849 森川株式会社北海道支店 石狩市新港西１丁目７３３－７

850 株式会社モリタ北海道支店 札幌市北区北１３条西４丁目２番１号

851 諸澤ダクト株式会社 石狩市新港南１丁目２８番地３６

852 有限会社モンキーバスケット 石狩郡当別町獅子内2118－４

853 株式会社やさしい手札幌北 札幌市北区麻生町3丁目2－4　第5山重ビル1階

854 株式会社八代 札幌市北区北３４条西７丁目１番１７号

855 ヤマキ山下工業株式会社 札幌市北区新川４条３丁目２番２３号

856 ヤマザキビスケット株式会社札幌営業所 札幌市北区北７条西７丁目１－３０

857 株式会社ヤマショウ瀬戸商店 札幌市北区北２５条西５丁目３番２０号



858 ヤマソー建設株式会社 札幌市北区屯田５条７丁目１番４７号

859 山田産商株式会社 石狩郡当別町錦町１０９１番地

860 ㈱ヤマダデンキテックランド札幌北３３条店 札幌市北区北33条西5丁目120番地1

861 大和産業株式会社 札幌市北区東茨戸１条１丁目３番２８号

862 株式会社ヤマハミュージックリテイリング札幌店 札幌市北区北８条西４丁目22番１号

863 有限会社山吉手稲建材店 札幌市北区新琴似町548番地４

864 ユーザーサイド株式会社 札幌市北区北９条西３丁目19－１ノルテプラザ

865 ㈱ユニオン・コンサルタント 札幌市北区麻生町7丁目3番12号

866 ユニオン電建株式会社 札幌市北区北２７条西１５丁目２番１９号

867 ユニ・チャーム株式会社北海道支店 札幌市北区北7条西2丁目8－1　札幌北ﾋﾞﾙ4階

868 株式会社陽進堂札幌支店 札幌市北区北６条西１－４－２

869 株式会社陽電社 札幌市北区北２２条西８丁目１番３３号

870 吉井電気㈱札幌支店 札幌市北区新琴似３条２丁目１２－２１

871 有限会社吉川通信電設工事事務所 札幌市北区新川７７８番地２１

872 株式会社ヨシダ北日本支店北海道営業所 札幌市北区北16条西3丁目1－15

873 株式会社ヨドバシカメラマルチメディア札幌 札幌市北区北６条西５－１－２２

874 ヨネックス株式会社札幌営業所 札幌市北区北７条西２丁目15－１

875 株式会社米山土建 札幌市北区新琴似４条１３丁目４番２３号

876 株式会社ライラック車輌 石狩市新港西３丁目７３７番地

877 ラジオメーター株式会社札幌営業所 札幌市北区北１０条西１丁目11番浦野ビル２階

878 ㈱リーベンホーム拓北事務所 札幌市北区篠路町拓北2－27

879 株式会社吏央 札幌市北区新川３条５丁目８－８

880 リコージャパン株式会社北海道支社 札幌市北区北７条西２丁目８番地１

881 株式会社り・ぷらんにんぐ 札幌市北区北30条西7丁目2－27

882 株式会社リプロワーク 石狩市新港中央３丁目２５０番地３

883 株式会社緑創舎 札幌市北区篠路６条４丁目5－8

884 株式会社ルーラルエンジニア 札幌市北区北１０条西３丁目１３番地ＮＫエイムビル

885 冷電工業株式会社 石狩市新港南２丁目718番地３

886 株式会社レンテック石狩営業所 石狩市新港南3丁目７０１－１５

887 株式会社ロイズコンフェクトふと美工場 石狩郡当別町ビトエ６４０番１５

888 株式会社ローソン札幌中央支店 札幌市北区北７条西２丁目８番地１

889 株式会社ローソン北海道営業部札幌北支店 札幌市北区北１０条西４丁目１－６

890 株式会社ローソン北海道エリアオフィス 札幌市北区北７条西２丁目８－１札幌北ビル５F

891 ロジスネクスト北海道㈱石狩支店 石狩市新港西1丁目778-40

892 ㈱ワールドコーポレーション 札幌市北区北7条西2－20　NCO札幌駅北口2階

893 株式会社ＹＫＲ 札幌市北区篠路７条３丁目６－13－202

894 ＹＫＫＡＰ株式会社北海道工場 石狩市新港南１丁目２２番地３３

895 若杉商会株式会社 札幌市北区西茨戸5条1丁目1番15号

896 株式会社和光通信設備 札幌市北区新琴似12条12丁目5－10

897 株式会社ワタキュークリーン 石狩市新港西１丁目７１６番地

898 渡辺パイプ株式会社札幌北サービスセンター 札幌市北区新琴似８条６丁目５－２８

899 ワタナベ冷機株式会社 札幌市北区新川西２条１丁目１番１０号


