
番号 事業所名 事業所住所
1 アース環境サービス株式会社札幌支店 札幌市白石区東札幌６条１丁目２－３０札幌三信物流ビル２Ｆ

2 アースサポート㈱アースサポート札幌白石 札幌市白石区栄通20丁目9－20

3 アーストラストエンジニアリング株式会社 札幌市白石区菊水９条２丁目４番１８号

4 株式会社アートリンク 札幌市白石区米里２条３丁目３番36号

5 株式会社アーネストワン札幌営業所 札幌市白石区東札幌２条４丁目３－８東札幌ビル

6 株式会社アールアンドアール札幌営業所 札幌市白石区中央2条1丁目6番38号

7 株式会社アールエス・ネットサービス 札幌市白石区中央３条４丁目５－１１

8 株式会社アールズ 札幌市白石区菊水元町7条2丁目8番8号

9 株式会社アールリサイクル 札幌市白石区本通20丁目北1－10

10 アイカ工業株式会社札幌支店 札幌市白石区東札幌６条５丁目１番４号

11 アイグステック株式会社札幌支店 札幌市白石区南郷通20丁目北3番28号札幌南郷ビル

12 アイジー工業株式会社札幌営業所 札幌市白石区本通19丁目南2番7号食糧ビル5階

13 相田化学工業株式会社札幌営業所 札幌市白石区川下２１６９‐１

14 株式会社アイックス 札幌市白石区本通１２丁目南３番１０号

15 株式会社アイビス機販 札幌市白石区菊水９条４丁目３－26

16 株式会社アイビック　ダスキン白石東支店 札幌市白石区本通７丁目北１番１２号

17 アイリスオーヤマ株式会社札幌支店 札幌市白石区北郷２条８丁目１番１３号

18 アイ・リンク株式会社 札幌市白石区流通センター１丁目５－１

19 株式会社アインファーマシーズ 札幌市白石区東札幌５条２丁目４番30号

20 株式会社赤沼測量設計 札幌市白石区北郷７条４丁目３番19号

21 株式会社赤帽子 札幌市白石区米里３条３丁目６番１号

22 株式会社アクアジオテクノ 札幌市白石区本郷通９丁目北４番５号

23 アクアパイプテック㈱ 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号

24 株式会社アクティオ札幌中央営業所 札幌市白石区菊水上町１条４丁目１－１４

25 株式会社アクト調剤 札幌市白石区南郷通14丁目南３番11号

26 株式会社アグロジャパン 札幌市白石区流通センター６丁目２－１５

27 株式会社あけぼの通建 札幌市白石区東札幌４条２丁目１番２７号

28 株式会社曙通商 札幌市白石区本通１４丁目北５番３５号

29 亜光照材株式会社 札幌市白石区平和通７丁目南３番４号

30 株式会社アサヒ 札幌市白石区中央３条５丁目７番３６号

31 アサヒ飲料㈱北海道支社 札幌市白石区栄通4丁目4番1号

32 旭川計量機㈱札幌支店 札幌市白石区米里3条2丁目9－4

33 アサヒグループ食品株式会社 札幌市白石区栄通４丁目４－１

34 旭建材株式会社 札幌市白石区東札幌３条１丁目２－２２

35 アサヒ住宅株式会社 札幌市白石区平和通１丁目北１番

36 株式会社旭ダンケ札幌支店米里工場 札幌市白石区東米里2118番地

37 株式会社アサヒ特販 札幌市白石区菊水３条１丁目３番２号

38 ｱｻﾋﾄﾞﾗﾌﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱北海道支社 札幌市白石区栄通４丁目４番１号

39 アサヒビール株式会社北海道統括本部 札幌市白石区栄通４丁目４番１号

40 アスク・サンシンエンジニアリング株式会社札幌支店 札幌市白石区平和通５丁目北６番２７号

41 株式会社アダマック 札幌市白石区平和通７丁目北１４番２２号

42 ㈱アタリヤ農園札幌営業所 札幌市白石区平和通１６丁目北４番５号

43 アトム管財株式会社 札幌市白石区東札幌2条6丁目9－26

44 アビトップ㈱札幌営業所 札幌市白石区米里3条2丁目1番9号

45 株式会社阿部商会札幌営業所 札幌市白石区中央２条４丁目４－２１

46 アベテック株式会社 札幌市白石区中央1条5丁目3番7号

47 アマノ株式会社札幌支店 札幌市白石区本郷通１丁目南１番１０号

48 株式会社アラテック 札幌市白石区菊水上町1条4丁目202－29

49 株式会社アリガ札幌支店 札幌市白石区米里２条４丁目８番２２号
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50 株式会社有末造園 札幌市白石区菊水元町２条５丁目３番１号

51 蟻戸測量設計株式会社 札幌市白石区本通３丁目北１番20号

52 有限会社アルファ・コミュニケーション 札幌市白石区菊水1条1丁目3－34

53 株式会社アレフ 札幌市白石区菊水６条３丁目１－２６

54 安全機器株式会社 札幌市白石区本通６丁目北４番８号

55 安藤電気工業株式会社 札幌市白石区中央２条５丁目１１番１号

56 イオンプロダクトファイナンス株式会社札幌支店 札幌市白石区南郷通２０丁目北３番２８号　札幌南郷ビル３階

57 イオン北海道株式会社 札幌市白石区本通２１丁目南１番１０号

58 ㈱五十嵐組札幌営業所 札幌市白石区東米里2195－11

59 イカリ消毒株式会社札幌営業所 札幌市白石区平和通16丁目北９番６号

60 株式会社イクシズ 札幌市白石区本郷通8丁目北7番1号　山口ビル201

61 株式会社石狩舗装工業 札幌市白石区東米里2081番地10

62 イシグロ株式会社北海道ブロック 札幌市白石区菊水元町２条１丁目２７番

63 株式会社いちたかガスワン札幌支店 札幌市白石区流通センター５丁目７番１号

64 株式会社いちたかガスワン札幌支店灯油営業課東店 札幌市白石区米里1条2丁目6-12

65 株式会社イチネンアクセス札幌第１営業所 札幌市白石区中央１条３丁目１番１３号

66 一般財団法人北海道交通安全協会 札幌市白石区菊水３条５丁目４－２

67 （一社）北海道総合在宅ケア事業団札幌白石訪問看護ステーション 札幌市白石区北郷２条４丁目３番５号北郷メディカル４階

68 出光リテール販売㈱北海道カンパニー 札幌市白石区東札幌１条２丁目２番１６号

69 ㈱伊藤園札幌東部支店 札幌市白石区北郷５条８丁目２番１号

70 株式会社伊藤園北海道地区量販店課 札幌市白石区菊水３条５丁目５－１８

71 有限会社伊藤工業 札幌市白石区川下2114番地８

72 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 札幌市白石区本通１９丁目北１番５８号

73 伊藤ハムミート販売東株式会社 札幌市白石区流通センター５丁目１－１

74 伊藤ハムデイリー株式会社 札幌市白石区本通２１丁目北２－１

75 稲村電設工事株式会社札幌支店 札幌市白石区北郷２条１丁目４-１３

76 株式会社イノアックコーポレーション札幌営業所 札幌市白石区栄通３丁目５番４号

77 株式会社伊丸特殊工事 札幌市白石区北2312番地24

78 株式会社イヤサカ札幌支店 札幌市白石区米里3条2丁目1番5号

79 医療法人菊郷会札幌センチュリー病院 札幌市白石区菊水元町５条３丁目５番１０号

80 医療法人社団弘恵会介護老人保健施設生きがい 札幌市白石区北郷２条11丁目３－20

81 医療法人社団幸仁会札幌ロイヤル病院 札幌市白石区米里５条１丁目３番３０号

82 医療法人資生会よつばクリニック 札幌市白石区東札幌１条２丁目１番３号

83 医療法人社団同仁会長野病院 札幌市白石区中央３条５丁目４番３０号

84 医療法人社団にれの杜クリニック 札幌市白石区菊水上町４条２丁目359番１

85 医療法人社団　響 札幌市白石区東札幌４条４丁目１番１８号

86 医療法人徳洲会徳洲苑しろいし 札幌市白石区栄通18丁目４番10号

87 イワタニセントラル北海道株式会社札幌中央支店 札幌市白石区東札幌２条１丁目２番３３号

88 イワタニセントラル北海道株式会社札幌東支店 札幌市白石区中央１条４丁目３番７６号

89 岩塚製菓株式会社北海道支店 札幌市白石区南郷通１９丁目南３番２５号

90 株式会社ヴィ・エッチ 札幌市白石区中央3条4丁目4番3号

91 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社札幌事務所 札幌市白石区南郷通２０丁目北３－２８札幌南郷ビル４階

92 株式会社上田商会札幌営業所 札幌市白石区本通21丁目北2番50号

93 (株)ウェルネスフロンティアジョイリハ南郷 札幌市白石区栄通13丁目1－23

94 有限会社ウェル・ビーイング通所支援事業所とらいあんぐるなかま 札幌市白石区中央2条3丁目8番19号

95 ㈱魚国総本社北海道支社 札幌市白石区南郷通20丁目南2－39

96 有限会社臼谷興業 札幌市白石区川下３条７丁目４－５

97 株式会社ウチダ電商 札幌市白石区本郷通４丁目南２番６号

98 エア・ウォーター・テクノソリューションズ株式会社 札幌市白石区菊水元町1条1丁目7番23号

99 エア・ウォーター北海道株式会社道央産業・医療支社 札幌市白石区菊水５条２丁目３番12号

100 エイジス北海道株式会社札幌第二ディストリクトオフィス 札幌市白石区南郷通8丁目北2－25第３タヂカビル6階



101 （有）栄進カッター工業 札幌市白石区川下２０６５－２

102 株式会社エイチ・アール・オー 札幌市白石区中央１条５丁目８番２号

103 株式会社エーエム工業 札幌市白石区菊水上町２条２丁目52番地289

104 有限会社ＡＬＣ興産 札幌市白石区東札幌２条２丁目２番１号

105 エーワンプラミング株式会社 札幌市白石区米里３条３丁目６番２８号

106 エクシオ･エンジニアリング北海道㈱札幌東メンテナンスセンタ 札幌市白石区本通６丁目南５番19号ＮＴＴ白石ビル別館３Ｆ

107 株式会社エクセルシャノン北海道支店 札幌市白石区南郷通１９丁目北１番３１号豊川ビル２階

108 株式会社エコノスロジスティクス事業部 札幌市白石区菊水元町２条２丁目４－１５

109 エコライン株式会社 札幌市白石区川下641番地170

110 エジソンハードウェア株式会社 札幌市白石区菊水2条3丁目1番5号

111 株式会社S・K企画監理 札幌市白石区平和通５丁目北7番１５号

112 エスアールエス株式会社 札幌市白石区米里２条３丁目４番１号

113 株式会社ＳＭＣ 札幌市白石区本通３丁目北６番１８号

114 ＳＯＣパートナーズ株式会社 札幌市白石区中央２条６丁目１番３８号

115 エスケー産業株式会社 札幌市白石区東札幌１条４丁目８番１号

116 エスケーリース株式会社白石センター 札幌市白石区米里３条２丁目７－２

117 株式会社エスシー・アペックス 札幌市白石区米里２条３丁目３番４６号

118 ＳＧシステム株式会社北海道支店 札幌市白石区本通18丁目北４－１

119 ＳＧモータース株式会社札幌店 札幌市白石区流通センター５丁目５７３番地５

120 株式会社ＳＴエンジニアリング 札幌市白石区平和通15丁目北12番６号

121 株式会社エステム 札幌市白石区菊水９条４丁目１番１４号

122 ＳＰＫ株式会社札幌営業所 札幌市白石区東札幌４条２丁目２－８

123 NECフィールディング株式会社札幌支店 札幌市白石区東札幌１条１丁目６－３３蔦井倉庫東札幌第二ビル

124 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ札幌総支社 札幌市白石区東札幌６条４丁目１－１１

125 株式会社エヌ・エス・ピー札幌営業所 札幌市白石区川北２２８４－５４

126 ㈱Ｎ・フィールド訪問看護ステーションデュ－ン札幌 札幌市白石区菊水8条2丁目2－13

127 株式会社エネサンス北海道札幌支店 札幌市白石区平和通２丁目北２－１５

128 株式会社エネサンス北海道　白石ガスショップ 札幌市白石区平和通２丁目北２番１５号

129 株式会社荏原製作所北海道支社 札幌市白石区本通１９丁目北１番２５号

130 荏原冷熱システム株式会社北海道営業所 札幌市白石区本通１９丁目北１－２５

131 (株)エフ・エム・アイ札幌営業所 札幌市白石区東札幌２条５丁目４番１号

132 株式会社エミヤ 札幌市白石区流通センター７丁目８番１号

133 有限会社エム・エム・アイ・プランニング 札幌市白石区北郷4条5丁目9－5

134 株式会社ＭＦＰ 札幌市白石区菊水１条１丁目３番３４－Ｃ１０１号

135 株式会社エラン札幌支店 札幌市白石区菊水７条２丁目７－１札幌流通倉庫東ビル６階

136 株式会社エルム電気商会 札幌市白石区中央３条３丁目９７番

137 株式会社オイル・リサイクル 札幌市白石区北郷2405番地27

138 央幸設備工業株式会社 札幌市白石区菊水上町１条４丁目１番２１号

139 株式会社大石建設 札幌市白石区米里3条2丁目8番23号

140 株式会社大岩工業札幌支店 札幌市白石区川下７３１－５

141 大岡産業株式会社 札幌市白石区本通３丁目北１番５号

142 株式会社大熊商店 札幌市白石区菊水８条３丁目１１番２３号

143 株式会社オーシャンシステム宅配事業部北海道支店白石営業所 札幌市白石区菊水元町２条５丁目３－９

144 株式会社オーシャンシステムランチサービス事業部札幌店 札幌市白石区菊水元町４条２丁目４－２３

145 大塚刷毛製造株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里５条２丁目２－１１

146 大林・鴻池・中山・JFEエンジニアリング特定建設工事共同企業 札幌市白石区本通21丁目北573番4

147 有限会社オールオートスタッフ 札幌市白石区本通１７丁目北１７番３７号

148 岡部株式会社北海道支店 札幌市白石区米里４条２丁目１番２０号

149 株式会社オストジャパングループ グループホームいきいき 札幌市白石区北郷９条３丁目３番１号

150 小田島商事株式会社札幌営業所 札幌市白石区中央２条５丁目３番１１号

151 越智建設株式会社札幌支店 札幌市白石区米里1条4丁目8－4



152 株式会社小野建設 札幌市白石区本通14丁目北5番7号

153 株式会社小野工業所札幌営業所 札幌市白石区菊水元町８条２丁目１０番２号

154 小野薬品工業㈱北海道支店 札幌市白石区中央１条２丁目３－１１

155 株式会社オバリ札幌支店 札幌市白石区米里1条2丁目7番2号

156 株式会社オフィス・マルコ・タカハシ 札幌市白石区北郷４条４丁目２番７号

157 開発虎ノ門コンサルタント㈱札幌作業所 札幌市白石区米里2条2丁目4番1号

158 カクイ協和産業株式会社 札幌市白石区平和通２丁目北６番２８号

159 鹿島環境エンジニアリング株式会社北海道支店札幌事務所 札幌市白石区本通18丁目北3番66号

160 ㈱ガスパル札幌販売所 札幌市白石区北郷7条7丁目1－10

161 カツウラ建機株式会社 札幌市白石区川下２１２９－４６

162 ㈱学研ココファンココファン東札幌 札幌市白石区東札幌４条３丁目１-36

163 学校法人札幌大蔵学園南郷札幌幼稚園 札幌市白石区栄通９丁目４番１４号

164 学校法人札幌大蔵学園北郷札幌幼稚園 札幌市白石区北郷４条５丁目６番１２号

165 学校法人札幌双葉学園あさひ幼稚園 札幌市白石区平和通１０丁目北７－５６号

166 学校法人　新善光寺学園　白石幼稚園 札幌市白石区平和通１丁目南６番１６号

167 学校法人早坂学園 札幌市白石区本郷通３丁目北３番１１号

168 学校法人北邦学園東橋いちい認定こども園 札幌市白石区菊水8条2丁目1－1

169 学校法人北邦学園菊水いちい認定こども園 札幌市白石区菊水元町１条１丁目４番１８号

170 株式会社加藤製作所北海道支店 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号札幌流通倉庫東ビル７階

171 カネコ種苗株式会社札幌支店 札幌市白石区流通センター１丁目２番１５号

172 株式会社かね彦 札幌市白石区東札幌６条１丁目２番２６号

173 曲堀幸和産業株式会社 札幌市白石区菊水７条３丁目７番１６号

174 株式会社カネマル工業 札幌市白石区北郷2386-72

175 加茂川啓明電機株式会社北海道支店 札幌市白石区東札幌３条３丁目４番２０号

176 河村電器産業株式会社北海道支店札幌第２営業所 札幌市白石区東札幌６条１丁目２－30札幌三信物流ビル４階

177 河村電器産業株式会社北海道支店札幌第１営業所 札幌市白石区東札幌６条１丁目２－３０札幌三信物流ビル４階

178 株式会社川本第一製作所　札幌営業所 札幌市白石区流通センター６丁目１番５７号

179 株式会社かんぽ生命保険札幌支店札幌白石郵便局かんぽサービス部 札幌市白石区平和通７丁目南４－１

180 KeePer 技研㈱札幌営業所 札幌市白石区菊水元町1条1丁目4－36

181 岸塚ハウス株式会社 札幌市白石区北郷9条8丁目2番10号

182 基礎地盤コンサルタンツ株式会社北海道支社 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号

183 北ガスサービス株式会社カスタマーセンター札幌検針東 札幌市白石区平和通14丁目北１－23

184 北ガスジープレックス株式会社 札幌市白石区平和通１５丁目南１番８号

185 北ガスフレアスト株式会社フレアスト東 札幌市白石区平和通１４丁目北１番２３号

186 株式会社北郷製作所 札幌市白石区北郷８条１０丁目２番１６号

187 北日本警備株式会社 札幌市白石区中央１条３丁目１番３３号

188 株式会社北日本ジェー・シー・エム 札幌市白石区流通センター４丁目１番７号

189 北日本ボイラ株式会社 札幌市白石区栄通１１丁目４番３５号

190 北菱産業埠頭株式会社倉庫部札幌倉庫課 札幌市白石区流通センター２丁目６番５－１０３号

191 株式会社キムテック 札幌市白石区中央３条６丁目２番１０号

192 株式会社キャスター 札幌市白石区北郷２条１３丁目３番１８号

193 株式会社協栄車輌 札幌市白石区北郷２４０５番地２５

194 株式会社共成レンテムイベント事業部 札幌市白石区菊水上町１条４丁目１－１４

195 京セラインダストリアルツールズ販売株式会社札幌営業所 札幌市白石区南郷通15丁目北9-17

196 協同組合石狩地区エルピーガス保安センター 札幌市白石区中央３条３丁目１番４０号

197 ㈱共豊コーポレーション札幌営業所 札幌市白石区東札幌4条1丁目2－20　安全ﾋﾞﾙ4階

198 ㈱京屋北海道営業部札幌店 札幌市白石区菊水8条3丁目6番24号

199 株式会社郷葉 札幌市白石区北郷８条１０丁目２－２２

200 株式会社共立自動車 札幌市白石区米里１条２丁目１番７号

201 株式会社協和機工製作所 札幌市白石区川下2115番地

202 旭日電気工業㈱札幌支店 札幌市白石区菊水9条1丁目5番4号



203 勤医協札幌病院 札幌市白石区菊水4条1丁目9－22

204 勤医協菊水在宅総合センター 札幌市白石区菊水４条１丁目９番１号

205 勤医協北白石在宅総合センター 札幌市白石区米里1条4丁目6－10

206 勤医協老人保健施設柏ヶ丘 札幌市白石区平和通７丁目南５番１号

207 勤医協柏ヶ丘在宅総合センター 札幌市白石区本通７丁目北２番１６号

208 株式会社くきつ 札幌市白石区菊水５条１丁目７番１３号

209 グッドフィールド株式会社本店白石事業所 札幌市白石区北郷５条５丁目４－５

210 有限会社工藤電気工事 札幌市白石区川下5条4丁目3番30号

211 クマリフト株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里1条3丁目1番1号

212 （株）クライマックスインターナショナル 札幌市白石区北郷３条１丁目５番１８号

213 株式会社クラフティ札幌営業所 札幌市白石区米里３条２丁目１番７号

214 株式会社クリアリンク 札幌市白石区栄通18丁目5－60

215 クリタ・ケミカル北海道株式会社 札幌市白石区菊水元町５条１丁目２番１２号

216 クリナップ株式会社北海道支店 札幌市白石区南郷通１１丁目北１番３０号

217 栗林トーヨータイヤ株式会社札幌支店 札幌市白石区流通センター５丁目３番２０号

218 グレインマシナリー東日本株式会社北海道営業所 札幌市白石区菊水上町３条２丁目52－254

219 グローバルジェネティクス株式会社 札幌市白石区本通12丁目北１番26号

220 株式会社クワザワ 札幌市白石区中央２条７丁目１番１号

221 株式会社クワザワ工業 札幌市白石区中央２条７丁目１番１号

222 クワザワサッシ工業株式会社 札幌市白石区米里４条３丁目１番３０号

223 グンゼ株式会社アパレルカンパニー北日本営業部 札幌市白石区本通２１丁目南１番４７号

224 株式会社ケーエスケー 札幌市白石区北郷３条12丁目１-38

225 株式会社ゲオホールディングス札幌事務所 札幌市白石区南郷通１丁目北８番１号ディノス札幌白石ビル２Ｆ

226 ケルヒャージャパン㈱札幌支店 札幌市白石区米里１条２丁目１０番６号

227 建装工業株式会社　北海道支店 札幌市白石区平和通６丁目南８番18号

228 株式会社建装ダイワ 札幌市白石区流通センター４丁目１番35号

229 小泉成器株式会社札幌営業所 札幌市白石区南郷通８丁目北２番２５号　第３タヂカビル４Ｆ

230 興栄建設株式会社 札幌市白石区北郷3条2丁目2番4号

231 公益財団法人札幌市防災協会 札幌市白石区南郷通６丁目北２番１号

232 公益財団法人北海道労働保健管理協会 札幌市白石区本郷通３丁目南２番１３号

233 公益社団法人北海道栽培漁業振興公社調査事業本部 札幌市白石区米里４条１丁目３番３号

234 株式会社公益社南郷斎場 札幌市白石区南郷通１５丁目北８番２７号

235 株式会社工芸カラサワ 札幌市白石区菊水8条3丁目8番32号

236 合資会社たけうち 札幌市白石区北郷１条２丁目１番１６号

237 株式会社興商 札幌市白石区菊水元町２条５丁目４番８号

238 弘進商事株式会社札幌店 札幌市白石区東札幌２条２丁目４番５号

239 株式会社弘振電建 札幌市白石区菊水４条１丁目４番２号

240 株式会社幸成社 札幌市白石区菊水上町1条4丁目202

241 株式会社光生舎白石営業所 札幌市白石区栄通２０丁目１２－２０

242 株式会社光生舎中央営業所 札幌市白石区菊水上町３条３丁目５２番１０７

243 高速道路トールテクノロジー㈱北海道サービスステーション 札幌市白石区栄通15丁目9－30

244 興和電設株式会社 札幌市白石区北郷3条3丁目1－6

245 ㈱コーセイ北郷営業所 札幌市白石区北郷9条8丁目5－5

246 株式会社国際警備保障 札幌市白石区菊水上町１条４丁目２０２番地

247 国土建設株式会社 札幌市白石区北郷5条3丁目2番9号

248 コクヨ北海道販売株式会社 札幌市白石区東札幌５条５丁目１番７号

249 五建工業株式会社札幌支店 札幌市白石区中央２条２丁目１番１号

250 互信自工株式会社白石店 札幌市白石区本通１９丁目北１番１６号

251 五省建設株式会社 札幌市白石区米里２条３丁目３番８号

252 株式会社児玉興建白石事業所 札幌市白石区川北２３０１番２２

253 小太郎漢方製薬株式会社札幌営業所 札幌市白石区菊水２条３丁目１－２１　メモリアルパーク札幌３階



254 株式会社小塚組 札幌市白石区本通１６丁目南４番５８号

255 こども給食センター株式会社 札幌市白石区平和通１２丁目北６番４０号

256 コニカミノルタジャパン株式会社札幌東ＳＳ 札幌市白石区流通センター４丁目４－１６

257 株式会社コネクト 札幌市白石区北郷8条4丁目5－19

258 株式会社コハタ札幌支店 札幌市白石区流通センター１丁目２番１１号

259 株式会社コバヤシ 札幌市白石区流通センター６丁目２番１号

260 株式会社小林本店 札幌市白石区南郷通１０丁目南４番１５号

261 小平税理士事務所 札幌市白石区菊水5条3丁目1番30号

262 コベルコ建機日本株式会社北海道支社 札幌市白石区本通２１丁目南１－６７

263 小柳協同株式会社札幌営業所 札幌市白石区流通センター４丁目２－１１

264 小山株式会社札幌営業所 札幌市白石区北郷４条１丁目２番８号

265 株式会社コロナ札幌支店 札幌市白石区平和通１６丁目南１番１９号

266 コロナセントラルサービス株式会社 札幌市白石区米里３条２丁目６番２５号

267 株式会社コンテック 札幌市白石区川下２０６５番地１３２

268 紺野自動車工業株式会社 札幌市白石区菊水９条３丁目３番２号

269 株式会社坂口製粉所 札幌市白石区米里５条２丁目２－１０

270 有限会社さがみ屋食品 札幌市白石区平和通１０丁目北６番１６号

271 佐川印刷株式会社札幌支店 札幌市白石区平和通１６丁目北１番２０号

272 佐川急便株式会社本社北海道 札幌市白石区本通18丁目北4－1

273 佐川急便株式会社北海道支店 札幌市白石区本通18丁目北4－1

274 櫻井工業株式会社 札幌市白石区平和通１１丁目北６番３９号

275 さくら佐藤建設株式会社 札幌市白石区菊水元町１条１丁目２番27号

276 株式会社サタケ北海道営業所 札幌市白石区菊水上町３条２丁目５２番地２５４

277 株式会社サツイチ札幌営業所 札幌市白石区川下５８１－１

278 株式会社札栄管機 札幌市白石区平和通5丁目北7番9号

279 株式会社サッコウ測地 札幌市白石区東札幌２条５丁目１番２５号

280 札信警備株式会社 札幌市白石区本通９丁目南４番３号

281 札幌三信倉庫株式会社 札幌市白石区東札幌６条１丁目２番３０号

282 札北通建株式会社 札幌市白石区川下５７６－２４

283 札幌アポロ株式会社白石営業所 札幌市白石区菊水上町４条４丁目９５番地

284 札幌インター自動車学校 札幌市白石区米里２条３丁目５番１号

285 札幌エクステリア株式会社 札幌市白石区北郷２条１２丁目３番１６号

286 札幌オーナーズ株式会社 札幌市白石区東札幌２条５丁目７-５

287 株式会社札幌解体建設 札幌市白石区本通21丁目北２－２５

288 札幌花き園芸株式会社 札幌市白石区流通センター７丁目３番５号

289 サッポロ技建株式会社 札幌市白石区川下５８９－２６５

290 札幌建設運送株式会社 札幌市白石区流通センター５丁目６番４３号

291 有限会社札幌建設サポート 札幌市白石区川北2327-2

292 株式会社札幌工業検査 札幌市白石区米里2条2丁目3番21号

293 札幌齊藤木材株式会社 札幌市白石区菊水元町７条２丁目６番１号

294 札幌市環境局環境事業部白石清掃事務所 札幌市白石区東米里２１７０番地

295 札幌市下水道河川局事業推進部東部下水管理センター 札幌市白石区本通２０丁目北２番１１号

296 札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター 札幌市白石区菊水元町８条３丁目５番１号

297 札幌市白石消防署 札幌市白石区南郷通６丁目北２番１号

298 札幌市白石区土木部 札幌市白石区本通１４丁目南５番３２号

299 札幌市白石区役所 札幌市白石区南郷通１丁目南８－１

300 札幌施設管理株式会社 札幌市白石区南郷通１４丁目北３－３７

301 札幌市農業協同組合白石支店 札幌市白石区平和通２丁目北４番２６号

302 株式会社札幌旬彩堂 札幌市白石区菊水元町８条３丁目５番５５号

303 株式会社さっぽろセレモニー 札幌市白石区中央１条２丁目３－３４

304 札幌テーケーシー株式会社 札幌市白石区中央2条1丁目5番50号



305 株式会社札幌電工 札幌市白石区川北２２９１番地

306 札幌トヨタ自動車㈱T-ZONE南郷店 札幌市白石区南郷通17丁目南3番13号

307 札幌トヨタ自動車株式会社北郷店 札幌市白石区北郷２条９丁目２番１１号

308 札幌トヨタ自動車株式会社白石支店 札幌市白石区本通２１丁目南１番２３号

309 札幌トヨタ自動車株式会社東札幌店 札幌市白石区菊水６条４丁目３番２１号

310 札幌トヨペット株式会社北郷店 札幌市白石区北郷４条９丁目２番１７号

311 札幌トヨペット株式会社白石店 札幌市白石区中央２条１丁目５番５５号

312 札幌日産自動車株式会社厚別通店 札幌市白石区川下４条４丁目３番１号

313 札幌日産自動車株式会社白石カープラザ 札幌市白石区本通９丁目北４番４５号

314 札幌日産自動車株式会社白石店 札幌市白石区本通９丁目北４番４５号

315 札幌日産自動車株式会社白石本通店 札幌市白石区本通１０丁目北６番２６号

316 株式会社札幌ニット 札幌市白石区本郷通４丁目南２番９号

317 札幌パイピング株式会社 札幌市白石区菊水元町6条3丁目3番8号

318 株式会社札幌パリ 札幌市白石区菊水３条４丁目３番３７号

319 株式会社札幌ビケ足場中央営業所 札幌市白石区川下２１１３番１５２

320 株式会社佐渡島札幌営業所 札幌市白石区流通センター５丁目７－８

321 サミー株式会社札幌支店 札幌市白石区中央３条４丁目１－５

322 澤田工業株式会社 札幌市白石区菊水４条２丁目５番２４号

323 株式会社サンヴェール 札幌市白石区米里１条３丁目７番地９

324 三桜アサヅマ商事株式会社 札幌市白石区流通センター１丁目３番２８号

325 株式会社三協管理センター 札幌市白石区菊水5条3丁目1番8号

326 株式会社三協システム 札幌市白石区菊水３条４丁目２番地

327 株式会社三協ソイル 札幌市白石区東米里2040-109

328 三協立山株式会社北海道支店 札幌市白石区流通センター４丁目４番５８号

329 株式会社サンク 札幌市白石区東札幌６条１丁目２番３０号

330 株式会社サングリン太陽園 札幌市白石区流通センター６丁目１番１８号

331 株式会社サングリン太陽園札幌センター 札幌市白石区流通センター６丁目１番１８号

332 三恵工機株式会社札幌営業所 札幌市白石区東札幌４条１丁目２番２０号安全ビル２階

333 三恵サービス株式会社札幌営業所 札幌市白石区菊水６条３丁目３番２５号松尾ビル２階

334 株式会社サンケミ 札幌市白石区菊水４条３丁目２番４０号　サンエスビル１Ｆ

335 有限会社三晃商事 札幌市白石区川下５７６－２５

336 株式会社サン高千穂 札幌市白石区本通16丁目北1番20号

337 サンコーテクノ株式会社札幌支店 札幌市白石区北郷４条２丁目３番１５号

338 株式会社サンコー緑化 札幌市白石区菊水元町８条１丁目８番２１号

339 株式会社三翔札幌営業所 札幌市白石区本郷通４丁目北８番17号

340 サンスター株式会社北海道営業所 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号　札幌流通倉庫東ビル５階

341 サントリービバレッジサービス㈱北海道営業本部 札幌市白石区米里２条３丁目２番３０号

342 サントリービバレッジソリューション㈱北海道支社札幌中央支店 札幌市白石区米里１条４丁目６番１号

343 サントリービバレッジソリューション㈱北海道支社札幌支店 札幌市白石区米里2条3丁目2番30号

344 有限会社三友機工 札幌市白石区菊水上町３条３丁目５２－３４８

345 三洋工業株式会社北海道支店 札幌市白石区米里３条２丁目７－１

346 株式会社三洋工業北海道システム 札幌市白石区米里３条２丁目７番１号

347 株式会社三洋産業 札幌市白石区川下２１２９－８８

348 株式会社Ｃ＆Ｆ 札幌市白石区栄通5丁目7－9

349 株式会社シーイープランニング 札幌市白石区北郷5条4丁目12－38

350 ジー・エー・エム株式会社 札幌市白石区菊水元町２条１丁目５番２０号

351 ㈱シーエーブイイベント映像事業部 札幌市白石区東札幌4条1丁目2－20　安全ビル5階

352 株式会社CSS技術開発札幌支店 札幌市白石区南郷通6丁目北3－21　2階

353 シーバイエス株式会社札幌営業所 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号　札幌流通倉庫東ビル５階

354 株式会社ＪＥライフ 札幌市白石区東札幌６条５丁目２-６

355 ㈱ＪＶＣケンウッド国内マーケティング本部北海道エリア 札幌市白石区菊水７条２丁目７－１ＳＥビル３階



356 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 札幌市白石区菊水７条２丁目７－１

357 株式会社シオン 札幌市白石区菊水元町１条１丁目４番３４号

358 株式会社繁忠電機製作所 札幌市白石区中央３条２丁目11番地

359 システムサービス株式会社 札幌市白石区菊水９条３丁目２番３１号

360 株式会社システムサービス 札幌市白石区米里1条3丁目6番35号

361 株式会社システムブレイン 札幌市白石区栄通９丁目５番８号

362 自動車輸送興業株式会社 札幌市白石区菊水上町３条４丁目７番２号

363 株式会社シバタ札幌支店 札幌市白石区米里１条２丁目14－20

364 株式会社シビテック 札幌市白石区東札幌２条５丁目８番１号

365 株式会社シムス　知恵のわパール 札幌市白石区本郷通７丁目北７番１０号マルユビル１Ｆ

366 ㈱シムスヘルパーステーションはばたき 札幌市白石区本郷通３丁目南４－１１

367 株式会社シムス 札幌市白石区本郷通３丁目南４番１１号

368 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 札幌市白石区本通8丁目南1番10号

369 社会医療法人共栄会 札幌市白石区川下５７７番地８

370 社会医療法人北楡会札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌６条６丁目５番１号

371 社会福祉法人寛聖会 札幌市白石区菊水元町８条２丁目７番１５号

372 社会福祉法人渓仁会介護老人保健施設コミュニティホーム白石 札幌市白石区本郷通３丁目南１番３５号

373 社会福祉法人高陽福祉会認定こども園ピッコリーノ学院 札幌市白石区北郷１条６丁目１番２５号

374 社会福祉法人公和会特別養護老人ホームルミエール 札幌市白石区東札幌1条３丁目１－１

375 社会福祉法人札親会菊水ワークセンター 札幌市白石区菊水1条4丁目5番1号

376 社会福祉法人札親会白石かがやき園 札幌市白石区平和通16丁目北３－４５

377 社会福祉法人鶴翔福祉会特別養護老人ホームきさく苑 札幌市白石区川下2128番地2

378 社会福祉法人鶴翔福祉会きさく苑デイサービスセンター 札幌市白石区川下4条6丁目2－23

379 社会福祉法人パートナーグループホームハートの家伍番館 札幌市白石区菊水上町１条２丁目179－５

380 社会福祉法人北翔会医療福祉センター札幌あゆみの園 札幌市白石区川北２２５４－１

381 社会福祉法人美松善隣会 札幌市白石区本通16丁目北4番30号

382 社会福祉法人渓仁会　菊水こまちの郷 札幌市白石区菊水上町４条３丁目９４番地６４

383 株式会社ジャスコ札幌営業所 札幌市白石区北郷３条１１丁目４番２０号

384 ジャパン建材株式会社札幌営業所 札幌市白石区中央１条２丁目１番３４号

385 ジャパン建材㈱札幌資材営業所 札幌市白石区中央1条2丁目1－34　2階

386 株式会社ジャパンプロスタッフ札幌営業所 札幌市白石区東札幌２条６丁目７－１４

387 ジャパン防災設備株式会社 札幌市白石区北郷３条１１丁目９番１２号

388 春雪さぶーる株式会社 札幌市白石区菊水５条２丁目３－１７

389 株式会社常口アトム建物メンテナンスセンター 札幌市白石区南郷通6丁目北3番30号　ペナーテス田島ビル1階

390 株式会社常口アトム菊水駅前店 札幌市白石区菊水２条１丁目８－１６　Ｆ０２１　１階

391 株式会社常口アトム札幌白石支店 札幌市白石区南郷通６丁目北３番３０号ペナーテス田島ビル１階

392 株式会社常口アトム白石駅前店 札幌市白石区南郷通１丁目北１番１９号

393 ㈱常口アトム南郷１８丁目駅前店 札幌市白石区南郷通１８丁目北７番１７号

394 株式会社常口アトム東札幌店 札幌市白石区東札幌３条２丁目１－５７

395 株式会社じょうてつ 札幌市白石区東札幌１条１丁目１番８号

396 ㈱じょうてつケアサービス 札幌市白石区東札幌１条１丁目１番８号

397 尚武工業株式会社 札幌市白石区米里１条２丁目２番地２

398 株式会社正文舎 札幌市白石区菊水２条１丁目４番２７号

399 昭和産業株式会社札幌支店 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号札幌流通倉庫東ﾋﾞﾙ５階

400 昭和マテリアル株式会社札幌営業所 札幌市白石区本通２０丁目北２番４５号

401 ショーボンド建設㈱北海道支店 札幌市白石区東札幌４条２丁目１番６号

402 親栄電気工事株式会社 札幌市白石区東札幌２条５丁目２番２６号

403 株式会社シン技術コンサル 札幌市白石区栄通２丁目８番３０号

404 新興開発株式会社 札幌市白石区北郷１条４丁目１－３３

405 伸弘通信株式会社 札幌市白石区北郷１条９丁目８番１７号

406 株式会社シンコー架設 札幌市白石区川北２２４８番地2



407 ㈱新成工業札幌営業所 札幌市白石区北郷5条6丁目3－13

408 株式会社真成ロード 札幌市白石区米里１条４丁目３番１０号

409 新拓空調設備株式会社 札幌市白石区東札幌４条２丁目１番３６号

410 株式会社新保商店 札幌市白石区菊水８条２丁目１－３５

411 水ingＡＭ株式会社札幌東部管理事務所 札幌市白石区東米里2172－1東部水再生プラザ内

412 末廣屋電機株式会社 札幌市白石区菊水２条１丁目４番20号

413 株式会社スカイハウス 札幌市白石区北郷３条２丁目１－２３

414 ㈱菅原工業 札幌市白石区北郷7条3丁目7番4号

415 株式会社杉本運輸札幌営業所 札幌市白石区米里４条２丁目３番35号

416 有限会社杉森通信工業 札幌市白石区北郷7条4丁目4番7号

417 株式会社ズコーシャ札幌支社 札幌市白石区南郷通２丁目南１１番９号

418 株式会社すこやかデイサービスすこやか東橋 札幌市白石区菊水上町1条1丁目24番地1

419 株式会社スズキ自販北海道スズキアリーナ白石 札幌市白石区本通１７丁目北１番４５号

420 株式会社すずらん商事 札幌市白石区菊水上町４条３丁目５１番１６号

421 スターゼン販売株式会社札幌営業センター 札幌市白石区米里５条２丁目５番４７号

422 株式会社ステップ 札幌市白石区東札幌２条４丁目11－８－601

423 株式会社スノーフーズ 札幌市白石区米里３条２丁目５番３５号

424 スポーツクラブNAS株式会社スポーツクラブNAS東札幌 札幌市白石区東札幌4条1丁目1-1ラソラ札幌Ｂタウン

425 株式会社住まいのクワザワ 札幌市白石区中央２条７丁目１番１号

426 住友不動産販売株式会社札幌白石営業センター 札幌市白石区東札幌３条5丁目３－２４

427 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部大谷地センター 札幌市白石区本通１９丁目北１－８

428 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部白石センター 札幌市白石区中央３条４丁目１－１６

429 生活協同組合コープさっぽろ配食サービス 札幌市白石区中央３条４丁目１－16

430 世紀東急工業株式会社道央営業所 札幌市白石区米里１条４丁目２番１号

431 株式会社セイコーフレッシュフーズ 札幌市白石区流通センター７丁目９番３５号

432 株式会社セイコーフレッシュフーズ札幌支店 札幌市白石区流通センター7丁目1番22号

433 株式会社西武総業 札幌市白石区菊水元町7条2丁目9番30号

434 税理士法人小林会計事務所 札幌市白石区本郷通8丁目北7番21号

435 株式会社誠和工業 札幌市白石区菊水元町２条３丁目３番２１号

436 積水ハウス株式会社札幌カスタマーズセンター 札幌市白石区菊水上町３条１丁目１４０番地４

437 関本工業株式会社 札幌市白石区川下２６９１番地３１

438 積和建設札幌株式会社 札幌市白石区菊水元町８条１丁目６番７号

439 ゼニス株式会社 札幌市白石区川北２３３２番地１

440 セフテック株式会社札幌支店 札幌市白石区米里４条２丁目１番５５号

441 株式会社セブンブレンチ 札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号ディノス札幌白石ビル1階

442 ゼリア新薬工業㈱医薬札幌営業所 札幌市白石区南郷通１１丁目南３番１３号

443 ゼリア新薬工業㈱CHC第1営業部札幌営業所 札幌市白石区南郷通11丁目南3－13

444 ゼリア新薬工業㈱CHC第3営業部第1営業所 札幌市白石区南郷通11丁目南3－13

445 株式会社セリオむすめや 札幌市白石区中央２条３丁目４－１０

446 全国労働者共済生活協同組合連合会北海道推進本部 札幌市白石区菊水３条４丁目１番３号

447 全国労働者共済生活協同組合連合会北海道損調サービスセンター 札幌市白石区菊水3条4丁目1-3全労済北海道会館内

448 セントラル硝子販売株式会社北海道支社 札幌市白石区南郷通８丁目北２番２５号　第３タヂカビル

449 セントラルシステム株式会社 札幌市白石区米里3条2丁目6番25号

450 株式会社ゼンリン 札幌市白石区中央2条4丁目4番20号

451 株式会社綜合管理サービス札幌支社 札幌市白石区平和通10丁目南４番12号

452 綜合警備保障株式会社北海道支社 札幌市白石区菊水上町１条２丁目１００番地綜警札幌ビル

453 象印マホービン株式会社札幌支店 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号

454 ソニーカスタマーサービス株式会社サービスステーション札幌 札幌市白石区本通21丁目北１－１４

455 株式会社ソラチ札幌本部 札幌市白石区菊水元町９条１丁目１５番８

456 ＳＯＭＰＯケア株式会社ＳＯＭＰＯケア札幌川下訪問介護 札幌市白石区川下３条６丁目６－１

457 SOMPOケア㈱SOMPOケア札幌川下訪問看護 札幌市白石区川下3条6丁目6－1



458 ＳＯＭＰＯケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア札幌川下 居宅介護支援 札幌市白石区川下３条６丁目６－１

459 ＳＯＭＰＯケア㈱ＳＯＭＰＯケア札幌菊水居宅介護支援 札幌市白石区菊水３条４丁目２－７樋口ビル１Ｆ

460 ＳＯＭＰＯケア㈱ＳＯＭＰＯケア札幌菊水訪問看護 札幌市白石区菊水３条４丁目２－７樋口ビル１Ｆ

461 第一興産株式会社札幌支店 札幌市白石区北郷６条７丁目５番１５号

462 株式会社大翔建設 札幌市白石区菊水元町1条1丁目５－２７

463 大正鉄筋コンクリート株式会社札幌営業所 札幌市白石区平和通6丁目北7番17号

464 株式会社大伸米里事業所 札幌市白石区東米里２０９０番地４３

465 株式会社大成建機 札幌市白石区川下９５１－５４

466 株式会社大地アート 札幌市白石区米里２条３丁目２－１

467 大東建託リーシング㈱ 札幌市白石区南郷通１丁目北２－32

468 大東建託株式会社札幌東支店 札幌市白石区中央１条３丁目２番３１号アルドール白石１F

469 大同サカイ株式会社 札幌市白石区菊水９条３丁目３番１７号

470 ダイドードリンコ株式会社札幌オフィス 札幌市白石区流通センター５丁目６番２号

471 大日本塗料北海道株式会社 札幌市白石区中央２条１丁目５番１号

472 ダイハツ北海道販売株式会社札幌業販部 札幌市白石区本通18丁目南２番17号

473 タイホーエンジニアリング株式会社 札幌市白石区米里5条1丁目4番5号

474 大丸株式会社 札幌市白石区菊水３条１丁目８番２０号

475 大丸株式会社オフィスサプライ営業部 札幌市白石区流通センター１丁目３番４５号

476 大丸株式会社システム販売推進部 札幌市白石区流通センター1丁目3－45

477 大丸㈱商・環境システム推進部 札幌市白石区流通センター1丁目3－45

478 大丸株式会社直需営業部 札幌市白石区流通センター１丁目３番４５号

479 大丸株式会社リテールサポート営業部 札幌市白石区菊水３条1丁目８－２０

480 タイムズモビリティ株式会社北海道チーム 札幌市白石区中央１条２丁目３－２４

481 株式会社ダイヤ北海道支店 札幌市白石区米里５条１丁目14－７

482 大雄建設株式会社 札幌市白石区北郷5条10丁目4番30号

483 大陽日酸北海道株式会社 札幌市白石区東札幌1条2丁目2-16

484 株式会社ダイワ食材精肉部 札幌市白石区北郷８条３丁目８番６号

485 株式会社タカ工業 札幌市白石区川下２条６丁目１番３２号

486 株式会社高崎信通 札幌市白石区北郷１条８丁目１２番２０号

487 髙瀬塗装工業株式会社 札幌市白石区北郷7条8丁目2番3号

488 髙瀬物産株式会社札幌支店 札幌市白石区菊水上町３条３丁目５２－２９１

489 ㈱タカデン工事 札幌市白石区川下２１２９－９５

490 株式会社タカノ 札幌市白石区本通３丁目南４番33号

491 株式会社TAKANO 札幌市白石区川北2294番1

492 髙橋興業株式会社 札幌市白石区中央３条３丁目１－１

493 高橋産業株式会社 札幌市白石区本通20丁目北1番72号

494 タカラスタンダード株式会社東日本直需支社工務四課 札幌市白石区本通19丁南2番7号　食糧ビル4階

495 タカラスタンダード㈱東日本直需支社営業部第三営業部北海道直需営業所 札幌市白石区本通１９丁目南２番７号食糧ビル４階

496 タカラスタンダード株式会社北海道支店 札幌市白石区流通センター１丁目８番１０号

497 タカラベルモント株式会社北海道営業所 札幌市白石区流通センター１丁目８番２５号

498 株式会社滝川自工 札幌市白石区東札幌１条４丁目１番３９号

499 タキゲン製造株式会社札幌支店 札幌市白石区流通センター4丁目1番5号

500 滝沢電気設備株式会社 札幌市白石区米里５条２丁目１番２０号

501 株式会社タクト・マシン・サービス 札幌市白石区栄通４丁目２番７号

502 拓北地下開発株式会社札幌支店 札幌市白石区菊水元町６条２丁目７番５号

503 株式会社タケカワ総合コンサルタント 札幌市白石区本通６丁目北１番２３号

504 武ダ技建創株式会社 札幌市白石区白石中央２条１丁目６番15号武田ビル

505 TAKEDAXT株式会社 札幌市白石区中央2条1丁目6－15

506 武田産業株式会社 札幌市白石区本通１４丁目北１－３７

507 株式会社竹山札幌業務センター 札幌市白石区栄通４丁目３－１

508 ダスキンヘルスレント札幌東ステーション 札幌市白石区栄通11丁目３－18



509 株式会社タダノ北海道支店 札幌市白石区本通２１丁目南１番４０号

510 株式会社タナカ商事 札幌市白石区菊水上町１条１丁目325番地５

511 タニコー株式会社札幌営業所 札幌市白石区平和通１７丁目南３番１１号

512 株式会社ダンネツ札幌支店 札幌市白石区川下２１２７番地の４

513 ダンロップタイヤ北海道株式会社 札幌市白石区南郷通２０丁目南２番６号

514 ダンロップタイヤ北海道㈱札幌中央営業所 札幌市白石区菊水３条４丁目３－３４

515 地崎商事株式会社ＬＰガス部 札幌市白石区菊水上町４条４丁目７８７番地

516 中央化学株式会社北海道営業部 札幌市白石区本通１９丁目北１番１号

517 株式会社厨機 札幌市白石区中央1条4丁目3番地60

518 中和石油株式会社東札幌配送センター 札幌市白石区東札幌５条２丁目８－１０

519 ㈱つうけんITビジネス事業部 札幌市白石区本通19丁目南6－8

520 株式会社つうけんアドバンスシステムズ 札幌市白石区本通19丁目南６番８号

521 つうけんビジネス株式会社 札幌市白石区東札幌２条３丁目３番２７号

522 株式会社通電技術 札幌市白石区平和通２丁目北１１番２０号

523 株式会社ツクイ札幌北郷営業所 札幌市白石区北郷５条９丁目１－５３

524 株式会社ツクイ札幌栄通営業所 札幌市白石区栄通3丁目5-3

525 株式会社辻水管工業 札幌市白石区北郷2条2丁目1番21号

526 株式会社辻プラント 札幌市白石区東米里2124-25

527 株式会社土倉 札幌市白石区菊水３条５丁目５番１８号

528 ＴＦＧ合同会社 札幌市白石区北郷7条3丁目3－7

529 ディノス札幌白石 札幌市白石区南郷通１丁目北８－１

530 株式会社テーオー総合サービス札幌支店 札幌市白石区本通19丁目南２－７食糧ビル５Ｆ

531 株式会社テクノサークル　札幌営業所 札幌市白石区北郷４条２丁目８－５

532 株式会社テクノ・テック 札幌市白石区本郷通13丁目南1番8号プラザ館A１F

533 株式会社デック北海道営業所 札幌市白石区本郷通７丁目南３－９　クボタビル２０２

534 株式会社DEPO 札幌市白石区北郷８条７丁目１番５号

535 株式会社寺岡北海道 札幌市白石区米里１条３丁目２番７号

536 デリカフーズ北海道㈱ 札幌市白石区中央一条3丁目1－70

537 株式会社でんこう 札幌市白石区菊水９条３丁目２番２３号

538 株式会社デンソーソリューション北海道支社 札幌市白石区南郷通２１丁目南４番１５号

539 デンヨー株式会社札幌営業所 札幌市白石区流通センター４－１－２１

540 ㈱東亜・ソロ・リフォーム 札幌市白石区米里3条1丁目5番8号

541 株式会社東亜エンジニアリング 札幌市白石区南郷通７丁目南４番１号

542 東亜産業株式会社 札幌市白石区菊水４条３丁目２番２９号

543 東栄管機株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里２条１丁目２番10号

544 道央建設工業株式会社 札幌市白石区菊水元町５条３丁目４番３号

545 道央舗道株式会社 札幌市白石区平和通１１丁目北９番２０号

546 株式会社東京興業貿易商会札幌支店 札幌市白石区菊水元町１条１丁目９番１９号

547 東京食品機械株式会社　北海道支店 札幌市白石区北郷５条５－７－25

548 東京洗染機械製作所札幌支店 札幌市白石区南郷通１丁目南７番１４号北基ビル２階

549 株式会社東京めいらく札幌営業所 札幌市白石区米里３条２丁目５番２５号

550 東芝映像ソリューション株式会社北海道営業所 札幌市白石区中央1条7丁目10－23白央ビル１F

551 東芝エレベータ株式会社札幌東営業所 札幌市白石区南郷通２０丁目北３－２８札幌南郷ビル

552 東芝エレベータ株式会社北海道支社 札幌市白石区東札幌４条２丁目１番１号

553 東芝コンシューママーケティング株式会社北海道量販営業部 札幌市白石区南郷通２０丁目北３番２８号

554 東神電材株式会社 札幌市白石区中央１条７丁目１０番１号

555 東テク北海道株式会社 札幌市白石区本通19丁目北1番86号

556 道都化学産業株式会社白石配送センター 札幌市白石区中央3条3丁目6－12

557 株式会社道都警備 札幌市白石区菊水２条２丁目２番１２号

558 東邦薬品株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里４条２丁目２番１号

559 東陽上村アドバンス株式会社 札幌市白石区菊水２条３丁目１番３４号



560 東洋羽毛北部販売株式会社札幌営業所 札幌市白石区菊水元町8条2丁目2番1号

561 有限会社東洋梱包 札幌市白石区菊水６条２丁目８－２０

562 株式会社東流社札幌営業所 札幌市白石区本通19丁目南2-7食糧ビル6Ｆ

563 トーソー株式会社札幌支店 札幌市白石区中央２条３丁目３番１０号

564 (株)トーヨータイヤジャパン北日本支社札幌東営業所 札幌市白石区流通センター５丁目７－３５

565 独立行政法人国際協力機構北海道センター 札幌市白石区本通16丁目南４－25

566 株式会社トビキン 札幌市白石区平和通7丁目南3番11号 YOSHIDAビル2階

567 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック白石 札幌市白石区本通10丁目北１番20号

568 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック南郷通 札幌市白石区南郷通２１丁目南３－３０

569 トヨタモビリティパーツ株式会社白石営業所 札幌市白石区中央１条３丁目１番３８号

570 株式会社ＤＯＲＡＬ 札幌市白石区流通センター６丁目１番３５号

571 株式会社トリベール 札幌市白石区川下６４０番地

572 内外化学製品㈱札幌営業所 札幌市白石区東札幌4条1丁目2－20　安全ﾋﾞﾙ

573 中井聖建設株式会社 札幌市白石区南郷通３丁目北１番１号

574 株式会社ナカノフーズ 札幌市白石区菊水上町４条４丁目９５番地６

575 株式会社仲山組工業所 札幌市白石区川下２１６８－４２

576 中山福株式会社札幌支店 札幌市白石区菊水３条５丁目３番６号

577 株式会社七彩札幌営業所 札幌市白石区米里1条2丁目6－7

578 株式会社ナニワ 札幌市白石区流通センター１丁目８番１号

579 株式会社ナリス化粧品北海道営業部 札幌市白石区東札幌３条６丁目１番１０号

580 西尾木材株式会社 札幌市白石区菊水2条1丁目2番5号

581 ニシオレントオール北海道株式会社札幌東営業所 札幌市白石区米里５条２丁目１－１

582 株式会社錦戸塗料店 札幌市白石区米里1条2丁目14番1号

583 西増建設株式会社 札幌市白石区菊水上町４条３丁目９４番１５

584 西山製麺株式会社 札幌市白石区平和通１６丁目南１番１号

585 日機装株式会社札幌営業所 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号札幌流通倉庫東ビル８階

586 日産部品北海道販売株式会社札幌白石店 札幌市白石区本通２０丁目南１番３０号

587 日産プリンス札幌販売株式会社川下支店 札幌市白石区川下４条３丁目４番１０号

588 日産プリンス札幌販売株式会社白石支店 札幌市白石区中央２条７丁目１番４３号

589 株式会社日樹建設 札幌市白石区本通8丁目南2番9号

590 日新インテック株式会社 札幌市白石区米里４条２丁目３番２０号

591 日新建工株式会社札幌営業所 札幌市白石区北郷２４０２－２９

592 日世株式会社札幌営業所 札幌市白石区流通ｾﾝﾀｰ5丁目3番30号

593 日通札幌運輸株式会社東事業部 札幌市白石区平和通17丁目北13-33

594 株式会社ニットメンテナンス 札幌市白石区南郷通４丁目北４番２０号

595 日発販売株式会社北海道支店 札幌市白石区中央１条３丁目２－１

596 ニッポー・コーポレーション株式会社 札幌市白石区南郷通14丁目北2番33号

597 株式会社ＮＩＰＰＯ札幌出張所 札幌市白石区平和通１１丁目北９番２０号

598 (株)NIPPO道央統括事業所 札幌市白石区平和通１１丁目北９番２０号

599 株式会社日本営繕センター 札幌市白石区菊水８条３丁目１０番１４号

600 日本栄養食品株式会社 札幌市白石区中央３条３丁目２番１号

601 株式会社日本オフィスオートメーション札幌営業所 札幌市白石区菊水元町８条１丁目９番20号

602 日本貨物鉄道株式会社北海道保全技術センター 札幌市白石区平和通１６丁目北１０番１６号

603 日本ギア工業株式会社札幌事業所 札幌市白石区米里3条2丁目8番1号

604 日本機設工業株式会社札幌営業所 札幌市白石区菊水２条３丁目１番21号

605 日本年金機構札幌東年金事務所 札幌市白石区菊水１条３丁目１番１号

606 日本クリエート株式会社 札幌市白石区菊水上町３条２丁目５２番地

607 日本車輌洗滌機株式会社北海道支店 札幌市白石区南郷通１４丁目北４番１１号

608 日本通運株式会社札幌航空支店 札幌市白石区流通センター５丁目５番１号

609 日本ビソー株式会社レンタル札幌支店 札幌市白石区流通センター５丁目７番１８号

610 日本郵便株式会社札幌白石郵便局第三集配営業部 札幌市白石区平和通７丁目南４番１号



611 日本郵便株式会社札幌白石郵便局第一集配営業部 札幌市白石区平和通7丁目南4番1号

612 日本郵便株式会社札幌白石郵便局第二集配営業部 札幌市白石区平和通7丁目南4番1号

613 日本リブケア株式会社 札幌市白石区米里1条3丁目7－27

614 株式会社ニューギン販売札幌支店 札幌市白石区菊水３条２丁目４番１号

615 認定こども園北郷あゆみ幼稚園 札幌市白石区北郷3条3丁目8番15号

616 ネオス株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里１条３丁目３番１５号

617 株式会社ネオメディックス 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号札幌流通倉庫東ビル1階

618 ㈱ネクスコ・サポート北海道札幌交通管理事業所 札幌市白石区米里2条2丁目4番1号

619 ㈱ネクスコ・サポート北海道札幌料金事業部 札幌市白石区米里2条2丁目4番1号

620 株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道 札幌市白石区東札幌５条４丁目３番２０号

621 ㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道札幌道路事務所 札幌市白石区米里2条2丁目4番1号

622 株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道保全計画センター 札幌市白石区米里１条３丁目４番２１号

623 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング札幌施設保全事務所札幌事業所 札幌市白石区米里2条2丁目4番1号

624 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道 札幌市白石区北郷２条１４丁目３番１８号

625 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道札幌事業所 札幌市白石区米里2条2丁目4番1号

626 ネグロス電工株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里２条４丁目７番３０号

627 ネッツトヨタ札幌㈱東橋法人営業店 札幌市白石区菊水９条１丁目３番１号

628 ネッツトヨタ札幌株式会社白石店 札幌市白石区本通１４丁目南４番１号

629 ネッツトヨタ道都株式会社白石店 札幌市白石区中央１条６丁目１２番１６号

630 ネッツトヨタ道都株式会社Ｔ－ＺＯＮＥ南郷店 札幌市白石区南郷通１７丁目南３－１３

631 株式会社ノーバリース 札幌市白石区川下2113－15

632 有限会社ノーブル企画 札幌市白石区菊水元町6条2丁目7－44

633 ノーベル技研工業株式会社 札幌市白石区流通センター１丁目９番30号

634 株式会社野辺地工務店 札幌市白石区菊水元町３条１丁目１－１０

635 株式会社ノムラ札幌支店 札幌市白石区流通センター4丁目1－1

636 株式会社バーンリペア 札幌市白石区北郷５－５－４－２１－１０３号室

637 株式会社パイオニアジャパン 札幌市白石区米里３条３丁目５－２７

638 有限会社ハイ・ガード札幌 札幌市白石区栄通１７丁目１５番２４号

639 白元アース株式会社北日本支店札幌営業所 札幌市白石区菊水７条２丁目７－１札幌流通倉庫東ビル５階

640 函館酸素株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里３条２丁目８番20号

641 橋本総業株式会社北海道支店 札幌市白石区中央３条３丁目１－１

642 橋谷株式会社 札幌市白石区流通センター７丁目１番１５号

643 株式会社初田製作所防災事業部北海道支店 札幌市白石区本郷通４丁目南２番１５号

644 パナソニックエイジフリーケアセンター 札幌市白石区菊水元町1条4丁目1番17号

645 パナソニックＡＷエンジニアリング株式会社 札幌市白石区本通１４丁目北１番２６号

646 パナソニックリビング北海道・東北株式会社 札幌市白石区本通２１丁目北１番３５号

647 パラマウントケアサービス株式会社札幌営業所 札幌市白石区中央３条４丁目1-36

648 株式会社パレス 札幌市白石区川下2128

649 ＢＡＳＦジャパン㈱アグロソリューション事業部営業部北海道営業 札幌市白石区米里１条３丁目２番２５号

650 東札幌配管工業株式会社 札幌市白石区東札幌４条２丁目５番３０号

651 東日本工建（株） 札幌市白石区川下６４１番地

652 東日本高速道路㈱北海道支社札幌管理事務所 札幌市白石区米里2条2丁目4番1号

653 株式会社樋口 札幌市白石区菊水３条４丁目２番７号

654 ビセラル株式会社札幌営業所 札幌市白石区平和通１４丁目北２－３２

655 日立グローバルライフソリューションズ株式会社北日本支社 札幌市白石区東札幌２条４丁目１番１０号

656 日立建機日本株式会社札幌東営業所 札幌市白石区米里３条２丁目１－１

657 ㈱ピックルスコーポレーション札幌 札幌市白石区米里1条3丁目5－10

658 日之出商事株式会社 札幌市白石区米里５条２丁目５番５２号

659 株式会社日の丸産業社 札幌市白石区流通センター１丁目２番２２号

660 株式会社ヒラケン工業 札幌市白石区川北３条１丁目５番３０号

661 ㈱平塚建具製作所札幌営業所 札幌市白石区本通2丁目北7番24号



662 株式会社平野造園 札幌市白石区本通７丁目北１番２３号

663 有限会社平松建設 札幌市白石区川北３条１丁目４番１１号

664 株式会社ヒルコ 札幌市白石区米里３条２丁目５番６号

665 株式会社フアスト・フード・サービスピザハット白石店 札幌市白石区中央２条５丁目１番１号

666 フィールズ株式会社札幌支店 札幌市白石区米里１条２丁目９番２４号

667 株式会社フォーシーズピザーラ白石店 札幌市白石区北郷２条８丁目２番２号

668 株式会社フォンテーン 札幌市白石区中央１条３丁目２番40号

669 福更電設商事株式会社 札幌市白石区東米里２０５７番地

670 フクシマガリレイ㈱北海道支店 札幌市白石区中央3条1丁目1-15

671 福島建設工業株式会社 札幌市白石区栄通１１丁目５番８号

672 株式会社藤川紙業札幌支店 札幌市白石区中央２条４丁目５番２５号

673 株式会社藤兼 札幌市白石区菊水元町７条２丁目９番14号

674 富士工器株式会社北海道支店 札幌市白石区本通11丁目北１番21号

675 有限会社藤島電装工業 札幌市白石区菊水元町9条1丁目15番26号

676 株式会社藤商事札幌営業所 札幌市白石区菊水元町９条１丁目９番16号

677 富士製薬工業株式会社北海道・東北支店北海道営業所 札幌市白石区南郷通８丁目北２－２５第３タヂカビル７階

678 株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ札幌営業所 札幌市白石区菊水元町４条１丁目２番13号

679 ㈱フジタコーポレーション菊水事務所 札幌市白石区菊水元町5条2丁目3番35号

680 フジ地中情報株式会社北海道支店 札幌市白石区菊水元町２条３丁目４番１８号

681 富士フイルムVETシステムズ株式会社 札幌市白石区菊水3条4丁目2－7

682 株式会社フジプロパン 札幌市白石区北郷3条2丁目3番26号

683 株式会社不二屋本店札幌店 札幌市白石区流通センター６丁目３番３１号

684 扶桑物産㈱ 札幌市白石区米里１条３丁目６番２０号

685 扶桑薬品工業株式会社札幌支店 札幌市白石区東札幌６条１丁目２番３０号札幌三信物流ﾋﾞﾙ４階

686 不動木材株式会社 札幌市白石区平和通１０丁目北７番３５号

687 プライフーズ株式会社東日本営業部札幌営業所 札幌市白石区米里５条２丁目２－１

688 株式会社ブランディア 札幌市白石区東札幌５条１丁目２－２０　ＢＤビル５Ｆ

689 BLISSTAGE株式会社 札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号　ディノス札幌白石ビル1階

690 ブリヂストン化工品ジャパン株式会社北海道支社 札幌市白石区菊水３条５丁目１－１

691 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ生産財ﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝ北日本㈱札幌東店 札幌市白石区流通センター７丁目１－１７

692 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社札幌中央営業所 札幌市白石区菊水３条５丁目１番２号

693 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社北海道エリア 札幌市白石区菊水３条５丁目１番２号

694 ブリヂストンタイヤセンター北日本株式会社菊水店 札幌市白石区菊水３条５丁目１－２

695 株式会社古川工営 札幌市白石区米里３条１丁目１番７号

696 古河電池株式会社北海道支店 札幌市白石区栄通14丁目1番20号

697 株式会社ブルケン東日本 札幌市白石区菊水元町７条４丁目４番８号

698 ブルドックソース株式会社札幌支店 札幌市白石区本郷通５丁目北５番１号

699 株式会社プロテック札幌支店 札幌市白石区米里２条２丁目２番２３号

700 文化シヤッター株式会社北海道支店 札幌市白石区南郷通１６丁目南１番２０号

701 文化シャッター株式会社北海道施工安全部 札幌市白石区南郷通１６丁目北３－２７

702 文化シヤッターサービス株式会社北海道サービス支店 札幌市白石区南郷通１６丁目北３番２７号

703 株式会社文明堂銀座店北海道支社 札幌市白石区中央3条3丁目1－52

704 株式会社ベルコ札幌支社 札幌市白石区菊水６条３丁目３番２２号

705 ベルモントコミュニケーションズ北海道株式会社 札幌市白石区流通センター１丁目８番２５号

706 豊和自動車株式会社菊水店 札幌市白石区菊水９条４丁目２－４

707 ホクニ工業株式会社 札幌市白石区米里２条４丁目６番11号

708 株式会社ホームガスセンター北海道 札幌市白石区菊水上町４条４丁目９５番

709 ホーユー株式会社札幌支店 札幌市白石区本通１７丁目南４番５号

710 株式会社北栄電気通信 札幌市白石区川下２５２０－３

711 北栄電設工業株式会社北郷事業所 札幌市白石区北郷2384－２

712 北栄冷機工業株式会社 札幌市白石区平和通１６丁目北２番８号



713 北王設計コンサルタント株式会社 札幌市白石区菊水元町1条2丁目4番24号

714 北星建設株式会社 札幌市白石区北郷2351番地69

715 株式会社北炭ゼネラルサービス 札幌市白石区菊水９条３丁目３番６号

716 株式会社ほくでんアソシエ 札幌市白石区東札幌1条1丁目1番地2

717 株式会社北斗通信 札幌市白石区北郷２条２丁目１番２０号

718 株式会社ほくみん札幌 札幌市白石区菊水元町９条１丁目９番１号

719 北明電気工業株式会社 札幌市白石区菊水９条２丁目２番２号

720 株式会社ほくやく札幌白石業務センター 札幌市白石区流通センター３丁目１番５号

721 株式会社ホクユーサプライ 札幌市白石区南郷通14丁目南7番17号

722 株式会社北洋銀行白石中央支店 札幌市白石区本通４丁目南２番８号

723 株式会社北洋銀行北郷支店 札幌市白石区北郷３条４丁目１番１号

724 株式会社北洋銀行南郷通支店 札幌市白石区東札幌２条６丁目５番１号

725 北洋コーキング株式会社 札幌市白石区菊水上町2条3丁目52番地72

726 北陽道路工業株式会社 札幌市白石区川北３条２丁目３番30号

727 株式会社北陸銀行白石支店 札幌市白石区南郷通13丁目南５番16号

728 株式会社ホクリヨウ 札幌市白石区中央２条３丁目６－１５

729 ホシザキ北海道株式会社 札幌市白石区菊水１条４丁目１番８号

730 ホシザキ北海道㈱札幌東営業所 札幌市白石区中央1条3丁目1－52

731 ホシザキ北海道㈱札幌南営業所 札幌市白石区中央1条3丁目1番52号

732 ホシザキ北海道株式会社サプライ商品課 札幌市白石区中央１条３丁目１番５２号

733 北海リースキン株式会社 札幌市白石区平和通１７丁目北１３番１号

734 北海広葉木材株式会社 札幌市白石区東札幌３条１丁目２番２２号

735 北海産業株式会社札幌営業所 札幌市白石区平和通１２丁目北６番４８号

736 北海電気工事株式会社地中線部 札幌市白石区本通２０丁目北２番３５号

737 北海電気工事株式会社営業部 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号

738 北海電気工事株式会社環境設備部 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号

739 北海道アオキ化学株式会社 札幌市白石区平和通１０丁目北６番１７号

740 株式会社北海道アルバイト情報社南支社 札幌市白石区南郷通１６丁目北２番１号

741 ㈱北海道イエローハットイエローハット札幌白石店 札幌市白石区本通７丁目南６番１号

742 北海道イシダ株式会社 札幌市白石区本通１丁目南１番１０号

743 北海道いすゞ自動車株式会社 札幌市白石区本通２０丁目北１番６８号

744 北海道運搬機株式会社札幌東支店 札幌市白石区米里２条４丁目６番20号

745 北海道エア・ウォーター株式会社札幌産業支店 札幌市白石区菊水５条２丁目３番１２号

746 北海道エナジティック株式会社 札幌市白石区東札幌３条１丁目１番１８号

747 北海道オリオン株式会社 札幌市白石区本通１８丁目北３番６６号

748 北海道川崎鐵網株式会社 札幌市白石区平和通２丁目北８番３２号

749 株式会社北海道観光物産興社 札幌市白石区南郷通１５丁目北６番１８号

750 北海道軌道施設工業株式会社札幌支店札幌機械センター 札幌市白石区平和通１５丁目北９番１号

751 北海道軌道施設工業株式会社札幌支店札幌第一出張所 札幌市白石区平和通15丁目北9番1号

752 株式会社北海道銀行総合事務部 札幌市白石区東札幌3条1丁目2-33

753 株式会社北海道銀行プライベートバンキングセンター厚別 札幌市白石区南郷通１９丁目南３－５

754 北海道銀行プライベートバンキングセンター白石 札幌市白石区本通５丁目北１番２２号

755 株式会社北海道クラウン 札幌市白石区菊水５条３丁目３番６号

756 北海道クロード株式会社 札幌市白石区平和通４丁目北１番１０号

757 札幌方面白石警察署 札幌市白石区菊水３条５丁目４番２号

758 株式会社北海道佐々木商会 札幌市白石区本通18丁目北３－６０

759 株式会社北海道三喜 札幌市白石区栄通20丁目12－20

760 北海道歯科産業株式会社 札幌市白石区菊水上町2条4丁目36－77

761 北海道自動車リース株式会社 札幌市白石区本通１４丁目南５番１５号

762 北海道住宅サービス株式会社 札幌市白石区川下３条４丁目５番１号

763 有限会社北海道新聞黒川販売所 札幌市白石区菊水5条2丁目2番11号



764 北海道スバル株式会社白石店 札幌市白石区中央1条1丁目1番25号

765 北海道センコー㈱本社管理部 札幌市白石区米里2条2丁目1番1号

766 北海電気工事株式会社札幌支店配電グループ白石配電センター 札幌市白石区本通２０丁目北２番３５号

767 北海電気工事株式会社電設工事部 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号

768 北海電気工事株式会社電力工事部送電グループ 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号

769 北海電気工事株式会社電力工事部発変電グループ 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号

770 北海道電電輸送株式会社 札幌市白石区中央1条7丁目6番1号

771 北海道東急ビルマネジメント株式会社 札幌市白石区東札幌１条１丁目１番７号

772 北海道土質試験協同組合 札幌市白石区北郷１条８丁目３番１号

773 北海道ドライケミカル株式会社 札幌市白石区東札幌２条１丁目５番５号

774 北海道ニチベイ株式会社 札幌市白石区中央２条６丁目４番１０号

775 北海道ニチレキ工事株式会社 札幌市白石区菊水元町６条４丁目２番１号

776 北海道日産自動車株式会社白石店 札幌市白石区本通１４丁目南５番１５号

777 株式会社北海道日新 札幌市白石区流通センター１丁目７番５４号　北新ビル３階

778 北海道農政事務所白石庁舎 札幌市白石区平和通２丁目北５番１０号

779 北海道プリマハム株式会社札幌営業所 札幌市白石区流通センター４丁目４番71号

780 株式会社北海道ジーエス・ユアサ サービス 札幌市白石区菊水７条２丁目８番１３号

781 北海道ホンダ販売株式会社ホンダドリーム札幌 札幌市白石区北郷４条２丁目２－１

782 北海道リネンサプライ株式会社 札幌市白石区東札幌１条１丁目１番２０号

783 株式会社北海道レインボー 札幌市白石区菊水元町6条1丁目7番16号

784 北海道労働金庫札幌東支店 札幌市白石区東札幌３条５丁目３番４３号

785 株式会社北海道ワコーズ 札幌市白石区米里3条2丁目1番33号

786 北海塗装工業株式会社 札幌市白石区中央2条1丁目4番44号

787 株式会社北海ホームサービス 札幌市白石区北郷8条10丁目1-32

788 株式会社北海メンテナンス 札幌市白石区菊水９条２丁目４番１８号

789 ホッカン 札幌市白石区流通センター７丁目８番５５号

790 北関メンテナンス株式会社 札幌市白石区本郷通３丁目北３番３６

791 株式会社北建 札幌市白石区東米里2197番８

792 北晃測機株式会社 札幌市白石区北郷１条３丁目３番９号

793 株式会社北向電設工業 札幌市白石区北郷１条７丁目１３番２号

794 株式会社ポニー管財 札幌市白石区東札幌２条６丁目４番５号

795 株式会社ホンダカーズ札幌中央南郷通店 札幌市白石区南郷通３丁目南７番13号

796 株式会社ホンダ四輪販売北海道環状通白石店 札幌市白石区北郷４条２丁目３－９

797 株式会社ホンダ四輪販売北海道白石本通店 札幌市白石区本通６丁目南３番８号

798 株式会社ホンダ四輪販売北海道ユーセレクト白石 札幌市白石区川下３条７丁目１－３８

799 本田冷機株式会社 札幌市白石区中央３条４丁目１番６５号

800 株式会社マイティー 札幌市白石区菊水元町２条４丁目４－１０

801 前側石油株式会社札幌支店 札幌市白石区中央1条3丁目1－10

802 前澤給装工業株式会社北海道営業所 札幌市白石区東札幌６条１丁目２番３０号　札幌三信物流ビル４階

803 前田道路株式会社東札幌営業所 札幌市白石区本通１４丁目北５番７号

804 株式会社マースシステムズ東日本札幌営業所 札幌市白石区南郷通８丁目北２番２５号第３タヂカビル４階

805 株式会社マツダ自動車教習所白石中央自動車学園 札幌市白石区本郷通２丁目南５番３３号

806 株式会社マテック札幌支店 札幌市白石区東米里２０３２－１２

807 株式会社マテックマテックプラザ 札幌市白石区本通２０丁目北１番１０号

808 丸栄山下建設株式会社 札幌市白石区中央３条１丁目１番２号

809 有限会社マルエス 札幌市白石区米里3条1丁目11番20号

810 ㈱マルカワ新港運輸倉庫 札幌市白石区川北2320番地

811 マルケイ河原ボーリング有限会社 札幌市白石区東札幌６条２丁目３番３０号

812 丸弘佐々木電設株式会社 札幌市白石区菊水５条２丁目４番４号

813 丸興商事株式会社 札幌市白石区中央１条５丁目３番２３号

814 株式会社丸繁志茂商店 札幌市白石区北郷２条９丁目２－６



815 有限会社丸正北海総業産廃処理センター 札幌市白石区東米里2506番地2

816 マルシン機工株式会社 札幌市白石区川下2168番地の1

817 ㈱マルセンクリーニング札幌支店 札幌市白石区米里2条1丁目2番1号

818 株式会社マルゼン札幌支店 札幌市白石区北郷４条２丁目１番８号

819 丸善中央建設株式会社 札幌市白石区川北２条２丁目８番１５号

820 丸利伊丹車輌株式会社 札幌市白石区菊水元町１条２丁目２－６

821 株式会社丸八ダイレクト札幌支店 札幌市白石区菊水５条２丁目３－２０

822 有限会社マルホ向工業 札幌市白石区北郷2380番15

823 株式会社丸升増田本店平和通支店 札幌市白石区平和通11丁目北８番25号

824 株式会社丸実村上工業 札幌市白石区川下2065番地114

825 ミサワホーム北海道株式会社 札幌市白石区東札幌２条６丁目８番１号

826 株式会社MISHIMA 札幌市白石区北郷1条14丁目2番21号

827 株式会社ミゾエ 札幌市白石区川下９５１－２

828 三井不動産リアルティ札幌株式会社札幌白石センター 札幌市白石区南郷通１丁目南８－１０

829 三井ヘルスサービス㈱グループホームデイサービスセンターあかり 札幌市白石区栄通16丁目６－16

830 株式会社ミッド北海道 札幌市白石区北郷５条８丁目３番２２号

831 三菱重工冷熱㈱北海道支社 札幌市白石区中央１条７丁目１０番３１号信和ビル２Ｆ

832 三菱食品株式会社北海道支社 札幌市白石区流通センター６丁目４番２２号

833 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 札幌市白石区本通２０丁目南４番２号

834 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう 札幌市白石区中央２条１丁目１番９３号

835 三星商事株式会社札幌営業所 札幌市白石区本通16丁目北9番16号

836 三穂電機株式会社札幌営業所 札幌市白石区中央１条１丁目１番４号

837 株式会社ミツヤ 札幌市白石区北郷2条4丁目6－27

838 株式会社三ツ輪工業 札幌市白石区東札幌２条３丁目８－３ベルニュアージュ東札幌１F

839 株式会社ミツワ商会 札幌市白石区流通センター６丁目３番４８号

840 ミドリ安全北海道株式会社札幌支店 札幌市白石区中央１条７丁目７番２３号

841 みどり開発有限会社 札幌市白石区北郷８条８丁目１番２９号

842 株式会社みのり 札幌市白石区北郷２条１０丁目３－８

843 株式会社宮川建設 札幌市白石区本通１丁目北３番３７号

844 株式会社宮田電設工業 札幌市白石区平和通１２丁目北５番２９号

845 株式会社ミライト・ワン北海道支店 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号

846 株式会社ムーンスター札幌支店 札幌市白石区中央１条３丁目１番２３号

847 ムトウ建設工業株式会社 札幌市白石区本郷通１３丁目南４番２７号

848 株式会社　明興 札幌市白石区菊水元町8条3丁目1番27号

849 明治産業株式会社札幌営業所 札幌市白石区東札幌２条１丁目５－２１

850 明治飼糧株式会社　札幌支店 札幌市白石区南郷通14丁目南３番11－１

851 明治ミルクステーション白石宅配センター 札幌市白石区平和通2丁目北4－２８

852 (株)明信機械 札幌市白石区北郷９条９丁目３番２２号

853 明成コンサルタント株式会社 札幌市白石区北郷1条3丁目4番32号

854 明和株式会社 札幌市白石区菊水元町２条１丁目５番２５号

855 株式会社メディセオ札幌ALC 札幌市白石区中央１条２丁目１－３７

856 ㈱メンテナンス・ネットワーク 札幌市白石区東札幌2条5丁目1番25号

857 有限会社最上工業 札幌市白石区川下２５５０番地７

858 株式会社もっかいトラスト菊水営業所 札幌市白石区菊水上町１条４丁目202－11

859 ㈱モトーレン札幌ＭＩＮＩ札幌 札幌市白石区本通2丁目南5-17

860 本村設備工業㈱ 札幌市白石区北郷１条８丁目11－31

861 モリタ株式会社 札幌市白石区中央２条３丁目２－１７

862 株式会社森髙建設 札幌市白石区菊水７条１丁目６番２号

863 株式会社モロオ大谷地業務推進センター 札幌市白石区流通センター６丁目１番２１号

864 ㈱ヤグチ札幌営業所 札幌市白石区南郷通1丁目北1－19

865 八洲電装工業株式会社 札幌市白石区菊水３条３丁目２番１４号



866 株式会社やすもと札幌店 札幌市白石区米里３条２丁目８番６号

867 株式会社山口工業 札幌市白石区北郷８条１０丁目３番２２号

868 株式会社山口電気機械工務所 札幌市白石区米里２条４丁目８番６号

869 株式会社ヤマチコーポレーションきたえるーむ札幌北郷 札幌市白石区北郷３条４丁目２-10

870 山電商事株式会社 札幌市白石区南郷通５丁目北２番１５号

871 ヤマトオートワークス株式会社札幌工場 札幌市白石区本通２１丁目北２－４０

872 株式会社山元札幌営業所 札幌市白石区流通センター３丁目１－10

873 株式会社山矢商会札幌営業所 札幌市白石区平和通17丁目南２番10号

874 ユアサ商事株式会社北海道支社 札幌市白石区東札幌３条６丁目１番２０号札幌白石第一生命ビル

875 株式会社結絆ケアーズ札幌訪問看護リハビリステーション 札幌市白石区北郷８条４丁目９-35-206

876 株式会社ユース 札幌市白石区南郷通８丁目北２番25号

877 株式会社ユーテクス 札幌市白石区菊水６条２丁目１－１５

878 株式会社ユーテック 札幌市白石区菊水元町７条１丁目14番14号

879 株式会社豊建商 札幌市白石区菊水２条３丁目１番１６号

880 ユナイト株式会社札幌営業所 札幌市白石区米里２条２丁目３－８

881 ユニオン給食株式会社 札幌市白石区東札幌５条２丁目８番１９号

882 ユニオンデーターシステム株式会社 札幌市白石区本郷通１３丁目南５番９号

883 株式会社ユニマットライフ東札幌営業所 札幌市白石区菊水元町１０条１丁目５－１

884 ㈱ヨコハマタイヤサービス北海道  東店 札幌市白石区平和通17丁目南1番13号

885 横浜植木株式会社北海道支店 札幌市白石区平和通１４丁目北２番１６号

886 ㈱ヨコハマタイヤサービス北海道札幌インター店 札幌市白石区米里2条2丁目2番1号

887 株式会社ヨコハマタイヤジャパン 札幌市白石区米里２条２丁目２番１号

888 株式会社ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー札幌営業所 札幌市白石区米里２条２丁目２－１

889 横山食品株式会社 札幌市白石区平和通１４丁目北４番１号

890 横山製粉株式会社 札幌市白石区平和通５丁目南２番１号

891 株式会社吉田組 札幌市白石区本通９丁目南３番３号

892 有限会社 田工業 札幌市白石区東米里２０４６番地３９

893 有限会社吉村新聞販売所北郷支店 札幌市白石区北郷２条11丁目４－27

894 米久株式会社札幌支店 札幌市白石中央流通センター４丁目４－７７

895 株式会社ライフ総合設備 札幌市白石区菊水上町1条１丁目100番12－２

896 株式会社ラインガード警備保障 札幌市白石区栄通９丁目６番１号

897 株式会社ラピティ 札幌市白石区本郷通12丁目南1番10号

898 有限会社リーテック 札幌市白石区川北２２７６－１７

899 株式会社LIXILトータルサービス 札幌市白石区東札幌１条４丁目１－４３

900 理興産業株式会社 札幌市白石区菊水６条２丁目３－１０

901 理興産業株式会社菊水元町営業所 札幌市白石区菊水元町６条３丁目３番27号

902 株式会社リューツー 札幌市白石区流通センター５丁目４番２５号

903 菱重コールドチェーン株式会社北海道販売部 札幌市白石区米里３条２丁目５－１

904 株式会社リョウセイ北海道営業所 札幌市白石区菊水７条２丁目７－１SEビル３階

905 株式会社リヨ・デ・ホーム 札幌市白石区北郷３条９丁目１－２６

906 レオン自動機㈱札幌出張所 札幌市白石区南郷通２０丁目北１番３７号

907 株式会社ロジクエスト 札幌市白石区東札幌４条２丁目３番20号

908 ロジスネクスト北海道株式会社 札幌市白石区流通センター６丁目３番１号

909 株式会社ロバパン 札幌市白石区本通７丁目南５番１号

910 株式会社ワークエイド 札幌市白石区本郷通９丁目北３番１８号

911 株式会社ワークグリーン 札幌市白石区北郷2344番39

912 株式会社ワールドウッティ 札幌市白石区南郷通１４丁目南３番１１号メトロ１３－５階

913 ワールドネット株式会社本社 札幌市白石区北郷3条7丁目9番16号

914 若原建築工業 札幌市白石区北郷２条８丁目２番１０号

915 ワコオ工業株式会社 札幌市白石区中央２条１丁目５番２６号

916 輪島電装株式会社札幌営業所 札幌市白石区中央1条4丁目1番5号



917 株式会社ワタナベガラス 札幌市白石区中央３条３丁目１番３９号

918 渡辺パイプ株式会社札幌サービスセンター（グリーン） 札幌市白石区菊水元町１－３－１－２８

919 渡辺パイプ株式会社札幌住建サービスセンター 札幌市白石区菊水元町１条３丁目１－３１

920 渡辺パイプ株式会社札幌住設サービスセンター 札幌市白石区流通センター６丁目２－５

921 渡辺パイプ株式会社札幌白石サービスセンター 札幌市白石区本通１０丁目南１０番８号

922 渡辺パイプ株式会社札幌物流センター 札幌市白石区菊水上町３条２丁目５２－２７

923 わらべや日洋株式会社札幌工場 札幌市白石区平和通１５丁目北８番３５号

924 ワンダーストレージクリエイション株式会社 札幌市白石区南郷通1丁目北1番19号This1ビル4階C号室


