
＜豊平警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アーク 札幌市豊平区豊平4条10丁目3番15号

2 ＩＳＡ株式会社 札幌市豊平区平岸３条７丁目１番２７号

3 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス㈱札幌支店 札幌市豊平区美園８条５丁目４番５号Ｍ85ビル

4 青山塗装株式会社 札幌市豊平区福住３条10丁目２－20

5 秋津道路株式会社 札幌市豊平区中の島１条２丁目２番４号中の島クロスビル２Ｆ

6 ㈱アクティオ札幌営業所 札幌市清田区平岡１条３丁目７番１号

7 株式会社Active Ark 札幌市豊平区中の島1条11丁目4番11号102

8 アクテック株式会社 札幌市豊平区美園２条３丁目２番２５号

9 旭イノベックス株式会社 札幌市清田区平岡９条１丁目１番６号

10 朝日エティック株式会社札幌支店 札幌市清田区清田１条３丁目７番１１号

11 株式会社旭ダンケ札幌支店 札幌市豊平区月寒中央通１丁目２－14

12 株式会社アスクゲートトラスト札幌店 札幌市豊平区豊平３条３丁目１番24号

13 有限会社アスク・スポーツ 札幌市豊平区平岸7条14丁目2番15号

14 株式会社アスナ工業 札幌市豊平区月寒東２条18丁目２－６

15 株式会社安住ボーリング 札幌市豊平区月寒東２条２０丁目１０番７７号

16 株式会社アミノアップ 札幌市清田区真栄363番地32

17 株式会社アメヤモーターサイクル 札幌市豊平区月寒東２条１１丁目１番２号

18 荒井建設株式会社札幌支店 札幌市豊平区平岸４条２丁目７番１０号

19 あらうど 札幌市豊平区福住３条10丁目３－３　羊ヶ丘展望園ビル１階

20 株式会社アラゼン 札幌市豊平区旭町３丁目１番７号

21 有限会社アルズプランニング 札幌市豊平区豊平2条2丁目3番1号　アクアトピア豊平2階

22 安全警備株式会社 札幌市豊平区美園４条１丁目１番１４号

23 株式会社安藤電設 札幌市清田区平岡4条7丁目6－25

24 アンビシャスグループ北海道㈱ 札幌市豊平区美園3条6丁目3番10号

25 医療法人北武会美しが丘病院 札幌市清田区真栄６１番地１

26 株式会社イーリオ・ランド 札幌市豊平区月寒東５条17丁目９－６

27 イエローハット札幌里塚店 札幌市清田区里塚２条７丁目１番１号

28 イオル美園 札幌市豊平区美園７条３丁目２番１号

29 株式会社池下電設 札幌市豊平区月寒東２条７丁目１４番１号

30 石上車輌株式会社 札幌市清田区美しが丘１条４丁目１－１２

31 株式会社石山組 札幌市豊平区豊平４条３丁目３番１０号

32 株式会社和泉組 札幌市豊平区豊平４条８丁目１番２５号

33 株式会社市甚 札幌市豊平区美園３条１丁目１番２号

34 株式会社いちたかガスワン南店 札幌市清田区美しが丘１条７丁目６－５

35 株式会社いちたかガスワン札幌支店 札幌市豊平区美園４条８丁目２－１

36 一般財団法人さっぽろ水道サービス協会配水施設係 札幌市豊平区西岡２条２丁目６番３号

37 一般財団法人北海道交通安全協会 札幌市豊平区豊平７条１３丁目１番１５号豊平警察署内

38 一般社団法人日本自動車連盟札幌支部 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目８番１号

39 一般社団法人北海道スポーツ企画 札幌市清田区美しが丘4条9丁目2－1

40 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団札幌豊平訪問看護ステーション 札幌市豊平区月寒東３条８丁目１番５号瀬野尾ビル１階

41 一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号

42 株式会社稲田組 札幌市豊平区月寒中央通３丁目１番１０号



43 井上税務会計事務所 札幌市豊平区豊平３条２丁目１－２９トランスビル

44 株式会社いまい 札幌市豊平区平岸１条２丁目３番２５号

45 医療法人愛全会在宅ケアセンターとよひら・ちゅうおう 札幌市豊平区平岸２条５丁目２番１４号第５平岸グランドビル４階

46 医療法人札幌平岡病院 札幌市清田区平岡２条１丁目１５番２０号

47 医療法人社団エス・エス・ジェイ介護老人保険施設北野の四季 札幌市清田区北野１条２丁目１１

48 医療法人社団群仁会保坂内科クリニック 札幌市清田区美しが丘4条5丁目3番15号

49 医療法人社団五風会さっぽろ香雪病院 札幌市清田区真栄３１９番地

50 医療法人社団五風会　美しが丘テラス 札幌市清田区美しが丘３条８丁目２－１

51 医療法人社団鈴木内科医院 札幌市清田区清田4条2丁目10－25

52 医療法人社団図南会あしりべつ病院 札幌市清田区清田１条４丁目４番３５号

53 医療法人社団日向会しらかば台月寒東クリニック 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目３－１０

54 医療法人社団北樹会病院 札幌市豊平区月寒西５条８丁目４番３２号

55 医療法人尚仁会訪問看護ステーションしんえい 札幌市清田区真栄331番地

56 医療法人尚仁会真栄病院 札幌市清田区真栄３３１番地

57 医療法人新産健会スマイル健康クリニック 札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１番９６号

58 医療法人新産健会訪問看護ふれあいステーション 札幌市豊平区美園３条５丁目１－15原ビル２Ｆ

59 医療法人せせらぎ 札幌市清田区北野6条5丁目11番21号

60 医療法人徳洲会札幌南徳洲会病院 札幌市清田区里塚１条２丁目２０番１号

61 医療法人北志会札幌ライラック病院 札幌市豊平区豊平６条８丁目２番１８号

62 医療法人北翔会介護老人保健施設清田北翔館まいあの里 札幌市清田区里塚２条４丁目２番５３号

63 医療法人北翔会介護老人保健施設豊平北翔館豊翔の郷 札幌市豊平区旭町５丁目５－１

64 岩倉建材株式会社 札幌市豊平区豊平６条８丁目１番１１号

65 イワクラホーム株式会社 札幌市豊平区水車町５丁目１０番１０号

66 イワタニセントラル北海道株式会社札幌東支店南営業所 札幌市豊平区平岸1条19丁目2-60

67 株式会社インクラフト 札幌市豊平区平岸2条6丁目1番14号三慶ビル5階

68 株式会社ウィズリンク 札幌市豊平区美園3条6丁目1－7　ペルドゥエープス美園205

69 美しが丘自動車学校 札幌市清田区平岡１条４丁目１番１号

70 株式会社ウッドワン札幌営業所 札幌市豊平区月寒中央通２－４－１７

71 ウレシパ・ポエムアクティビティーセンター 札幌市清田区里塚2条2丁目12－15

72 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 札幌市豊平区月寒東2条16丁目1番6号

73 エア・ウォーター・テクノサプライ(株) 札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１番６号

74 エア・ウォーター物流株式会社 札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１番６号

75 エア・ウォーター北海道㈱第一営業部札幌営業所 札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１番６号

76 株式会社映音 札幌市豊平区平岸２条１丁目６番18号

77 永建工業株式会社 札幌市豊平区豊平2条13丁目1番1号

78 株式会社HSC 札幌市豊平区平岸４条８丁目８番７号

79 株式会社ＨＣ23 札幌市豊平区豊平１条13丁目１番25号

80 ＡＳＡ平岡 札幌市清田区平岡7条3丁目9－1

81 株式会社エージーユニット 札幌市豊平区月寒東2条7丁目1－19－102

82 株式会社エービーシージャパン 札幌市豊平区西岡4条10丁目6番28号

83 エクシオインフラ株式会社北海道支店 札幌市豊平区平岸1条3丁目2番33号

84 エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社ナトラエ 札幌市豊平区平岸1条3丁目2番33号

85 エクシオグループ株式会社北海道支店 札幌市豊平区平岸1条3丁目2番33号

86 エコーライン株式会社 札幌市清田区真栄２６８番８



87 エコフィスジャパン株式会社 札幌市清田区平岡１条２丁目１２番１７号

88 ＮＰＯ法人シニアアクティブ真栄事業所 札幌市清田区真栄434番地１

89 株式会社エビス 札幌市豊平区福住1条4丁目9－3

90 エムケー精工株式会社札幌支店 札幌市清田区清田１条１丁目９番２１号

91 株式会社エムジーエス 札幌市清田区北野６条１丁目４番４８号

92 株式会社エムジー・コーポレーション 札幌市豊平区平岸５条１４丁目２番２５号

93 株式会社エム・マツバラ 札幌市豊平区月寒東４条９丁目５番11号

94 株式会社LOT 札幌市豊平区西岡2条8丁目6番26号

95 株式会社エルディ 札幌市豊平区平岸１条1丁目８－８

96 エレベーターコミュニケーションズ札幌支店 札幌市豊平区平岸２条６丁目１番１４号　三慶ビル７階

97 王子木材緑化株式会社北海道支店 札幌市清田区北野２条２丁目２０番３号

98 株式会社Ａｕｂｕ 札幌市豊平区月寒東１条17丁目１番１号

99 大阪砕石エンジニアリング株式会社札幌支店 札幌市豊平区中の島１条６丁目１番４号

100 オオサキメディカル㈱札幌営業所 札幌市豊平区美園3条4丁目3番10号日拓ﾋﾞﾙ10階

101 オー・ジー株式会社北海道支店 札幌市豊平区月寒西１条１１丁目２番６号

102 オージー技研株式会社札幌営業所 札幌市豊平区平岸３条４丁目１-25

103 オーデリック株式会社札幌営業所 札幌市豊平区福住１条２丁目８番８号

104 株式会社大宮ホーロー北海道製作所 札幌市豊平区月寒東２条３丁目９番１２号

105 株式会社オクヤマ瀝青 札幌市豊平区月寒東５条10丁目１－６

106 介護老人保健施設げんきのでる里 札幌市清田区真栄４３４番地６

107 介護老人保健施設　福住の丘 札幌市豊平区月寒西１条１１丁目３－１０

108 株式会社開発調査研究所 札幌市豊平区月寒東４条１０丁目７番１号

109 株式会社ガイアート北海道支店道央営業所 札幌市豊平区西岡５２１番地４

110 柏倉建設株式会社 札幌市豊平区月寒東２条６丁目２番１８号

111 ガスト札幌美しが丘店 札幌市清田区4条7丁目1－18

112 ガスト札幌福住店 札幌市豊平区福住3条1丁目1－5

113 学校法人聖徳学園なかのしま幼稚園 札幌市豊平区中の島２条２丁目５番２０号

114 学校法人石田学園　美しが丘幼稚園 札幌市清田区美しが丘５条５丁目８番２０号

115 学校法人大藤学園北野しらかば幼稚園 札幌市清田区北野５条２丁目２番２０号

116 学校法人北野学園札幌きたの幼稚園 札幌市清田区北野６条５丁目３番１２号

117 学校法人希望学園札幌第一高等学校 札幌市豊平区月寒西１条９丁目１０番１５号

118 学校法人幌南学園　幌南学園幼稚園 札幌市豊平区月寒西１条３丁目１番１６号

119 学校法人札幌国際大学 札幌市清田区清田4条1丁目4番1号

120 学校法人札幌慈恵学園札幌第一幼稚園 札幌市豊平区旭町７丁目３番７号

121 学校法人札幌昭和学園札幌若葉幼稚園 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目９番１１号

122 学校法人札幌白ゆり学園札幌白ゆり幼稚園 札幌市豊平区平岸５条９丁目２番９号

123 学校法人札幌双葉学園平ヶ岡幼稚園 札幌市清田区平岡６条１丁目５番３０号

124 学校法人清光学園つきさむ幼稚園 札幌市豊平区月寒東２条１１丁目１６４番地の１３

125 学校法人創価学園札幌創価幼稚園 札幌市豊平区福住２条３丁目１０番１号

126 学校法人谷内学園札幌東自動車学校 札幌市豊平区月寒東２条１０丁目４番２７号

127 学校法人長岡学園清田幼稚園 札幌市清田区清田１条２丁目３番４３号

128 学校法人西岡学園西岡ふたば幼稚園 札幌市豊平区西岡４条１０丁目８番１号

129 学校法人西岡中央学園まなび幼稚園 札幌市豊平区西岡３条５丁目１番１号

130 学校法人西沢学園札幌くりのみ幼稚園 札幌市豊平区月寒西５条８丁目１番２０号



131 学校法人八紘学園北海道農業専門学校 札幌市豊平区月寒東２条１４丁目１番３４号

132 学校法人東学園美晴幼稚園 札幌市豊平区月寒西２条７丁目２番１６号

133 学校法人北修学園里塚幼稚園 札幌市清田区里塚2条6丁目1番8号

134 学校法人北海道インターナショナルスクール 札幌市豊平区平岸５条１９丁目１－５５

135 学校法人北海道科学大学北海道自動車学校 札幌市豊平区中の島２条６丁目２番４号

136 学校法人室橋学園　認定こども園　ひらぎし幼稚園 札幌市豊平区平岸３条１２丁目３番９号

137 学校法人理想学園認定こども園つみき 札幌市清田区里塚1条1丁目14番8号

138 学校法人理想学園認定こども園ひかり 札幌市清田区清田６条３丁目４番２５号

139 学校法人和学園ふくずみ幼稚園 札幌市豊平区福住２条６丁目６－１２

140 株式会社加藤商店 札幌市清田区北野２条３丁目１番３０号

141 加藤電設株式会社 札幌市豊平区平岸４条７丁目１０番７号

142 株式会社金澤電気真栄事務所 札幌市清田区真栄２４０－１

143 株式会社カナモト札幌南営業所 札幌市清田区里塚2条6丁目5－7

144 有限会社曲長札幌重機 札幌市豊平区月寒東5条11丁目6番1号

145 上ヶ島ミート株式会社 札幌市豊平区月寒東３条７丁目４番６号

146 株式会社紙谷工務店札幌支店 札幌市豊平区美園３条８丁目４７番サエグサ第２ビル２階

147 カメイオート北海道株式会社 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目１番３６号

148 カメイ株式会社北海道支店 札幌市豊平区月寒東２条７丁目９－２４

149 刈田グリーン株式会社 札幌市清田区清田1条1丁目6番7号

150 花冠商事株式会社 札幌市豊平区美園３条６丁目３番３号

151 株式会社川本製作所北海道支店札幌営業所 札幌市豊平区平岸３条７丁目５番１０号

152 株式会社環境科学研究所分析センター 札幌市豊平区月寒東2条16丁目1番7号

153 株式会社環境リサーチ 札幌市豊平区中の島２条９丁目１番１号

154 カンコーエンジニアリング株式会社 札幌市清田区里塚２条５丁目12番10号

155 株式会社かんぽ生命保険豊平郵便局かんぽサービス部 札幌市豊平区美園３条６丁目３－４

156 株式会社菊地 札幌市豊平区美園３条８丁目４番１７号

157 きたえるーむ札幌清田 札幌市清田区清田１条１丁目１－36タナカビル１階

158 きたえるーむ札幌美園 札幌市豊平区美園８条６丁目３－13

159 北ガスサービス㈱カスタマーセンター札幌検針南 札幌市豊平区中の島1条9丁目4－1

160 北ガスフレアスト株式会社フレアスト南 札幌市豊平区中の島１条９丁目４番１号

161 株式会社北日本オートバックス 札幌市豊平区月寒東1条17丁目1-55

162 北日本燃料株式会社札幌営業所 札幌市清田区北野２条３丁目１１番７号

163 北野病院 札幌市清田区北野１条１丁目６番３０号

164 北野循環器クリニック 札幌市清田区北野７条２丁目12番17号

165 北藤興業株式会社 札幌市清田区真栄625番地1

166 株式会社キャンディルデザイン 札幌市豊平区豊平四条１２丁目１番１号

167 株式会社キュー・アンド・シー 札幌市豊平区月寒東2条16丁目1番7号

168 及能株式会社 札幌市豊平区月寒東１条１７丁目３－５

169 共同会社アスク・スポーツ除排雪事業 札幌市豊平区平岸7条4丁目2番地15号

170 株式会社共成レンテム札幌南営業所 札幌市清田区里塚１条４丁目１５番２０号

171 共創技建株式会社 札幌市清田区清田１条１丁目９番１２号

172 株式会社共鉄工業 札幌市豊平区西岡５３０番地１０

173 清田区土木センター 札幌市清田区平岡２条４丁目１番４０号

174 清田区役所 札幌市清田区平岡１条１丁目２番１号



175 (株)KIRA札幌南営業所 札幌市清田区里塚1条2丁目10－22

176 有限会社きりんライフサポート商会宅配クックワンツゥスリー 札幌市清田区里塚３条２丁目５－１６

177 勤医協月寒きよた在宅総合センター 札幌市豊平区平岸６条１２丁目９番２５号

178 株式会社キングジム札幌営業所 札幌市豊平区平岸３条３丁目１番２７号

179 銀のさら釜寅羊ヶ丘店 札幌市清田区清田２条１丁目３番１６号

180 銀のさら札幌豊平店 札幌市豊平区美園10条4丁目2－16

181 株式会社空調工房事業本部 札幌市豊平区福住２条４丁目４番１５号

182 株式会社クリーンサービス 札幌市豊平区平岸３条７丁目１３番１８号

183 ケアタウン美しが丘デイサービスセンター 札幌市清田区真栄３条２丁目23番20号

184 株式会社ケア・ハート 札幌市豊平区中の島１条７丁目８番３号

185 株式会社ケアプラス札幌営業所 札幌市豊平区平岸３条５丁目４番２２号平岸グランドビル本館２階

186 株式会社Ｋ－ＮＥＸＴ 札幌市豊平区豊平４条10丁目２番20号

187 啓亮すみれ電気株式会社 札幌市清田区北野３条２丁目12番４号

188 株式会社ケミカル技研 札幌市豊平区平岸４条１０丁目８番５号

189 株式会社建匠 札幌市豊平区西岡４条１丁目１３－２４－１０１

190 株式会社ケンセイ社 札幌市豊平区西岡515番地15

191 ケン・プレミア・ホテル・マネジメント株式会社札幌支店 札幌市豊平区豊平４条１丁目１番１号

192 晃亜興業株式会社 札幌市清田区美しが丘２条４丁目１８番３号

193 紅栄株式会社札幌芙蓉カントリー倶楽部 札幌市清田区有明４６３番地７

194 公益社団法人北海道浄化槽協会 札幌市豊平区平岸５条７丁目７番１０号

195 株式会社光生舎COCO豊平 札幌市豊平区美園１０条７丁目２番２９号

196 株式会社耕電設札幌支店 札幌市豊平区月寒5条18丁目11－8

197 合同会社WILLデイサービスセンターリアン西岡 札幌市豊平区西岡３条６丁目５番５号

198 合同会社ＳＷ福祉サービス 札幌市清田区真栄１条1丁目１７－１７

199 合同会社ひとりふたり 札幌市豊平区平岸２条17丁目２－19

200 幌南警備株式会社 札幌市豊平区平岸２条３丁目2－19

201 幸楽輸送株式会社 札幌市清田区清田１条１丁目１番33号

202 株式会社ゴードー札幌支店 札幌市豊平区豊平５条３丁目２番３１号

203 国際興業株式会社 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目４番１号

204 株式会社コクサク 札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１番８９号

205 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 札幌市豊平区平岸１条３丁目１番３４号

206 小林建設株式会社 札幌市清田区真栄４０９－１１２

207 株式会社小春日和 札幌市清田区北野7条4丁目11-22JHT北野イーストビル3

208 株式会社米の有田章弘商店 札幌市豊平区月寒中央通８丁目４番１号

209 株式会社小山商会札幌営業所 札幌市清田区平岡１条３丁目７番５号

210 コンフェックス株式会社札幌支店 札幌市清田区北野４条５丁目４番５０号

211 彩光電気工業株式会社 札幌市清田区里塚2条3丁目1－37

212 サイゴク株式会社 札幌市豊平区西岡480番地11

213 サカエ開発株式会社 札幌市清田区清田７条３丁目１１番１５号

214 株式会社坂緑化工業 札幌市清田区真栄４３６番地１２

215 株式会社佐川測量社 札幌市豊平区６条１０丁目５番４３号

216 株式会社佐久間板金工業所 札幌市豊平区月寒東５条８丁目４番２０号

217 株式会社サクライオイルショップ 札幌市清田区清田２条３丁目２番６号

218 株式会社札商管材公社 札幌市豊平区豊平１条３丁目１－１４



219 株式会社札新 札幌市豊平区月寒東４条７丁目５番６号

220 札幌アポロ株式会社清田営業所 札幌市清田区清田３条１丁目１番１号

221 札幌インターナショナル幼稚舎 札幌市豊平区豊平４条１３丁目１番２５号

222 札幌開発建設部札幌道路事務所 札幌市豊平区月寒東２条８丁目３番１号

223 株式会社札幌カントリー倶楽部羊ヶ丘カントリークラブ 札幌市豊平区西岡５４９番地

224 札幌清田訪問看護ステーション 札幌市清田区平岡１条１丁目２番１号

225 札幌ケアプラン相談センター 札幌市豊平区月寒東３条８丁目１番５号瀬野尾ビル１階

226 札幌国際大学付属認定こども園 札幌市清田区清田４条２丁目１番３０号

227 札幌市環境局環境事業部豊平清掃事務所 札幌市豊平区西岡５２０番地

228 札幌市清田区第２地域包括センター 札幌市清田区清田１条１丁目1－36

229 札幌市清田消防署 札幌市清田区平岡１条１丁目２番２号

230 札幌市清田区第１地域包括支援センター 札幌市清田区北野１条１丁目６番２８号

231 札幌市財政局税政部南部市税事務所 札幌市豊平区平岸５条８丁目２番１０号

232 札幌市社会福祉協議会豊平事業所 札幌市豊平区美園１２条７丁目７番６号八千代ビル

233 札幌市水道局給水部南部配水管理課 札幌市豊平区豊平８条１０丁目２番１号

234 札幌市水道局総務部南部料金課 札幌市豊平区豊平８条１０丁目２番１号

235 札幌市水道局配水センター 札幌市豊平区西岡２条２丁目６番３号

236 札幌市豊平区役所 札幌市豊平区平岸６条１０丁目

237 札幌市豊平消防署 札幌市豊平区月寒東１条８丁目１番２２号

238 札幌市農業協同組合清田支店 札幌市清田区真栄１条１丁目１番１７号

239 札幌市農業協同組合経済部東経済センター 札幌市清田区真栄１条１丁目１番１７号

240 札幌市農業協同組合月寒支店 札幌市豊平区月寒中央通７丁目６番２０号

241 札幌市農業協同組合平岸支店 札幌市豊平区平岸２条９丁目２番１５号

242 札幌大同印刷株式会社豊平営業本部 札幌市豊平区豊平５条５丁目２番２５号

243 札幌宅商株式会社 札幌市豊平区平岸２条13丁目３番14号チサンマンション札幌6　２階

244 札幌宅商グループ本部株式会社 札幌市豊平区平岸２条６丁目１番18号

245 札幌宅商リビングデザイン株式会社 札幌市豊平区平岸２条６丁目１番18号平岸グランドビル別館２Ｆ

246 株式会社札幌中央物流 札幌市豊平区西岡4条1丁目13-24

247 株式会社札幌ドーム 札幌市豊平区羊ヶ丘１番地

248 札幌トヨタ自動車株式会社月寒支店 札幌市豊平区月寒中央１０丁目２番１３号

249 札幌トヨペット株式会社 札幌市豊平区月寒東１条１４丁目１番１号

250 札幌トヨペット㈱レクサス月寒 札幌市豊平区月寒東1条14丁目1番2号

251 札幌トヨペット㈱美しが丘店 札幌市清田区美しが丘４条５丁目２番１号

252 札幌トヨペット㈱月寒店 札幌市豊平区月寒東１条１４丁目１番１号

253 札幌日産自動車株式会社札幌ドーム前店 札幌市豊平区月寒東１条１７丁目５番１号

254 札幌日産自動車株式会社里塚店 札幌市清田区里塚１条３丁目１番１０号

255 札幌日産自動車株式会社中古本部 札幌市清田区里塚１条３丁目１－１５

256 札幌日産自動車株式会社月寒店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目１番２６号

257 札幌日産自動車株式会社平岸店 札幌市豊平区平岸５条９丁目６番１４号

258 札幌日信電子株式会社 札幌市豊平区月寒東４条８丁目６番５号

259 株式会社札幌白衣 札幌市豊平区美園３条４丁目３番５号

260 株式会社サッポロフェンス 札幌市清田区清田３５６番４０６

261 札消防災株式会社 札幌市豊平区月寒東１条１丁目３番３号

262 札幌南税務署 札幌市豊平区月寒東１条５丁目３番４号



263 札幌ヤクルト販売株式会社 札幌市清田区平岡２条５丁目２番３号

264 札幌ゆたか幼稚園 札幌市豊平区豊平１条４丁目２番１９号

265 株式会社里塚総業 札幌市清田区美しが丘４条７丁目７番８号

266 株式会社サニクリーン北海道 札幌市豊平区平岸３条９丁目１５番２４号

267 株式会社サニクリーン北海道南営業所 札幌市豊平区福住２条７丁目１４８番地１

268 サムカワ産業株式会社 札幌市豊平区西岡３条１１丁目９番３号

269 澤山電設株式会社 札幌市豊平区美園4条2丁目1－26

270 株式会社サンオー建設 札幌市清田区清田６条３丁目１番１０号

271 有限会社さんかい 札幌市豊平区月寒東３条１９丁目１３番５－102号

272 三興警備保障株式会社 札幌市豊平区月寒中央丁目８丁目４番２８号

273 株式会社三共札幌支店 札幌市豊平区豊平６条５丁目１－３６

274 三協ラボサービス㈱札幌営業所 札幌市清田区里塚２条４丁目９番１２号

275 有限会社　三敬 札幌市清田区真栄４条５丁目６番１号

276 株式会社サンケー興業 札幌市清田区北野４条５丁目４番２３号

277 株式会社三晄プレコンシステム 札幌市豊平区月寒中央通１丁目２番１４号

278 株式会社サンコー 札幌市清田区北野2条3丁目11-22

279 サンビック株式会社 札幌市豊平区月寒東５条１６丁目３番８号

280 株式会社サンプラント札幌支店 札幌市豊平区豊平１条１丁目１番１号

281 株式会社サン・ベンデイング北海道 札幌市豊平区月寒東１条17丁目1番25号

282 三和美建工業株式会社 札幌市豊平区豊平６条３丁目５番１８号

283 株式会社ジーイー工業 札幌市清田区清田２条３丁目１番６号

284 株式会社ジーエル実業 札幌市清田区平岡３条６丁目３番１号

285 (株)ジェイウッドKUNIMOKUHOUSE事業部札幌営業所 札幌市豊平区豊平２条１１丁目１番２４号

286 ＪＣＨＯ北海道病院 札幌市豊平区中の島１条８丁目３番１８号

287 株式会社ジェイコム札幌 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２０号

288 ＪＳＳスイミングスクール清田 札幌市清田区平岡７条２丁目１番２５号

289 ＪＣＯＭ株式会社 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７－２０

290 ㈱ジェームスアンビシャスジェームス札幌ドーム前店 札幌市豊平区月寒東1条16丁目5番1号

291 黎明幼稚園 札幌市豊平区月寒東１条２丁目１０番９号

292 社会医療法人恵和会 札幌市豊平区西岡４条４丁目１番５２号

293 社会医療法人康和会札幌しらかば台病院 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２６号

294 社会医療法人康和会しらかばの杜 札幌市豊平区月寒東３条18丁目20番48号

295 社会医療法人蘭友会札幌里塚病院 札幌市清田区美しが丘１条６丁目１番５号

296 社会福祉法人愛全会高齢者総合福祉施設アビターレ 札幌市豊平区平岸２条２丁目１番１号

297 社会福祉法人勤医協福祉会勤医協月寒きよた在宅総合センター 札幌市清田区清田1条2丁目5番8号

298 社会福祉法人草の実会草の実平岸の里 札幌市豊平区平岸４条１７丁目６番６号

299 社会福祉法人渓仁会　月寒あさがおの郷 札幌市豊平区月寒西１条11丁目２番35号

300 社会福祉法人桂和会 札幌市豊平区平岸8条12丁目3番20号

301 社会福祉法人厚仁会 札幌市清田区北野７条４丁目８番２５号

302 社会福祉法人彩世会 札幌市豊平区月寒東４条１０丁目８番３０号

303 社会福祉法人北翔会札幌すぎな園 札幌市清田区真栄４８３番地３

304 社会福祉法人北海道社会福祉事業団札幌市第二かしわ学園 札幌市豊平区平岸４条18丁目１番37号

305 ジャパンエレベーターサービス北海道株式会社 札幌市豊平区水車町６丁目３番１号

306 ジャパンプリント株式会社札幌営業部 札幌市豊平区平岸３条２丁目１－２４中昭三条ビル2階



307 宗教法人天理教統北分教会 札幌市清田区北野７条４丁目９番１０号

308 障害者支援施設　美しの森 札幌市清田区美しが丘３条４丁目１番５０号

309 障害福祉サービス事業所セルプさっぽろ 札幌市豊平区月寒東１条１１丁目８－６

310 株式会社常口アトム札幌南平岸店 札幌市豊平区平岸４条１３丁目３番１６号

311 株式会社常口アトム学園前店 札幌市豊平区旭町４丁目１番１６号

312 ㈱常口アトム札幌豊平・南・清田管理センター 札幌市豊平区平岸４条１３丁目３番１６号第２吉智ビル２階

313 株式会社常口アトム平岸店 札幌市豊平区平岸３条６丁目６番２５号

314 株式会社常口アトム福住店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目１番２０号メープル福住ビル１階

315 株式会社常口アトム清田店 札幌市清田区清田１条４丁目１番４５号Ｒ４ＴＭビル１階

316 株式会社シルバーハイツ札幌シルバーハイツ羊ヶ丘3番館 札幌市豊平区月寒東4条15丁目4-38

317 神愛園清田高齢者福祉総合施設 札幌市清田区清田６条１丁目１番３０号

318 真栄建設運輸株式会社 札幌市清田区真栄3条2丁目9-7

319 株式会社真栄造園 札幌市清田区真栄４８７番地

320 シンエイホーム㈱清田営業所 札幌市清田区清田６条３丁目４番２２号

321 株式会社真栄緑化土木 札幌市清田区真栄１条１丁目１５番１１号

322 新生冷機工業株式会社札幌営業所 札幌市清田区里塚2条4丁目7番地24号

323 新立大一興業株式会社 札幌市豊平区西岡５条３丁目１３番１号

324 森林総合研究所北海道支所 札幌市豊平区羊ヶ丘７番地

325 ㈱すかいらーくレストランツガスト札幌豊平 札幌市豊平区豊平3条11丁目2番29号

326 株式会社スギテック 札幌市豊平区豊平5条3丁目2－26

327 株式会社杉山燃料センター 札幌市豊平区月寒東２条１０丁目１番３１号

328 株式会社スズキ自販北海道スズキアリーナ里塚 札幌市清田区美しが丘１条５丁目１番地７号

329 株式会社スズキ自販北海道スズキアリーナ月寒 札幌市豊平区福住３条１丁目２番３号

330 株式会社スズキレピオ 札幌市清田区美しが丘１条８丁目１－１

331 株式会社スズケン札幌道央支店 札幌市豊平区西岡３条８丁目１２番２０号

332 スポーツアカデミーブランチ札幌月寒 札幌市豊平区月寒3条11丁目１－３７

333 スポーツクラブルネサンス札幌平岸 札幌市豊平区平岸２条１１丁目３番７号

334 住友不動産販売株式会社　札幌南営業センター 札幌市豊平区平岸2条7丁目4番13号

335 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部西岡センター 札幌市豊平区西岡4条3丁目1－54

336 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部清田センター 札幌市清田区平岡２条４丁目１番２８号

337 生活クラブ生活協同組合第２センター 札幌市清田区北野２条３丁目１３２番地４３

338 株式会社セイショウ 札幌市豊平区美園4条1丁目4－17

339 税理士法人アグス平岸事務所 札幌市豊平区平岸4条2丁目2番3号

340 清和建設株式会社 札幌市豊平区平岸４条４丁目３番４号

341 セノー株式会社札幌支店 札幌市豊平区豊平２条８丁目１－３０

342 ゼブラ株式会社札幌営業所 札幌市豊平区平岸３条８丁目９－１７

343 有限会社セレモサプライ流通事業部 札幌市豊平区美園３条８丁目５－１８

344 株式会社セロテック 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8－7

345 株式会社全道警備センター 札幌市豊平区平岸３条１４丁目３番１６号

346 有限会社ソニア工栄 札幌市豊平区西岡５条３丁目４－６

347 ソフィア訪問看護ステーション豊平 札幌市豊平区美園10条7丁目2－20　ノースコート月寒公園I

348 株式会社染谷商会 札幌市豊平区豊平５条１０丁目２番３２号

349 ソリマチ株式会社 札幌市豊平区豊平3条8-1-26

350 株式会社ダイケン札幌支店 札幌市清田区里塚1条1丁目9-1



351 株式会社大成設備 札幌市清田区北野1条2丁目6番10号

352 大都販売株式会社 札幌市豊平区美園３条３丁目２番７号

353 株式会社ダイナム札幌物流センター 札幌市清田区美しが丘４条10丁目１番８号

354 大平洋建業株式会社 札幌市豊平区西岡４条１４丁目２番１３号

355 株式会社大北工務店 札幌市清田区清田８条３丁目１９番７号

356 株式会社大丸 札幌市豊平区美園２条３丁目１番２３号

357 株式会社太洋札幌支店 札幌市豊平区平岸２条８丁目５番55号

358 株式会社たかはし 札幌市豊平区月寒東２条１１丁目６番６号

359 株式会社髙橋工業 札幌市豊平区福住１条８丁目６番２２号

360 タカヤ造園株式会社有明資材センター 札幌市清田区有明６３－５

361 有限会社拓真ワークス 札幌市清田区里塚緑ヶ丘１０丁目１１番３号

362 拓友道路株式会社　札幌支店 札幌市豊平区月寒東１条１６丁目１番４３号

363 竹内建設株式会社 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目１番３５号

364 株式会社ダスキンサーヴ北海道ダスキン平岸支店 札幌市豊平区平岸１条９丁目６番２０号

365 ダスキンヘルスレント札幌南ステーション 札幌市清田区平岡5条1丁目１－７

366 株式会社タニグチ工業 札幌市豊平区西岡４条７丁目２番７号

367 株式会社種村配管工業 札幌市豊平区月寒東４条１６丁目５番１号

368 玉造株式会社 札幌市豊平区福住２条１丁目４番１号

369 短時間デイサービススマートライフreha豊平 札幌市豊平区平岸5条10丁目7－1

370 チャイルドサポート清田 札幌市清田区北野７条４丁目４－７

371 株式会社中央給食センター 札幌市豊平区豊平３条１３丁目１番２９号

372 中央鉄建株式会社 札幌市清田区真栄６０番地１

373 株式会社直進工業 札幌市清田区北野２条３丁目１４番１５号

374 ツキサップゴルフクラブ 札幌市清田区有明４１２番地５

375 株式会社月寒製作所 札幌市清田区平岡１条５丁目２番１号

376 株式会社ツクイ札幌豊平 札幌市豊平区西岡２条１２丁目３番１０号

377 株式会社土屋ホーム札幌白石支店 札幌市豊平区豊平3条9丁目2－3土屋ビル3階

378 つばめ自工株式会社 札幌市豊平区水車町３丁目５番２４号

379 株式会社ＴＭ技建 札幌市豊平区月寒東２条８丁目５番１号

380 ＤＣＭ北野通店 札幌市清田区北野３条２丁目１３番７５号

381 DCMホーマック株式会社西岡店 札幌市豊平区西岡１条８丁目８－１

382 ㈱ティーバイティーホールディングス 札幌市清田区平岡1条4丁目10－1

383 デイサービスにじいろ 札幌市清田区里塚2条2丁目4－21

384 デイサービスきずな豊平 札幌市豊平区豊平３条１丁目１番３８号

385 デイサービスセンターはる清田 札幌市清田区真栄１条１丁目１－１５

386 寺町鉄筋工業株式会社 札幌市清田区清田９条１丁目４番15号

387 ㈱デンコードー北海道事務所 札幌市豊平区月寒東5条13丁目3－1

388 道央環境株式会社 札幌市清田区清田１条４丁目３番７５号

389 株式会社道協ダスキン清田支店 札幌市清田区北野２条２丁目２０番２号

390 東京防災設備株式会社 札幌市豊平区平岸３条２丁目２番１５号

391 東西海運㈱札幌支店 札幌市清田区平岡3条3丁目30番7号　MESSEビル2階

392 株式会社東部清掃 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２１号

393 有限会社東邦教育システム 札幌市豊平区月寒東１条４丁目２番３３号

394 東宝商事株式会社 札幌市豊平区豊平３条４丁目２－12



395 東邦北海道株式会社 札幌市清田区美しが丘３条９丁目１番２５号

396 東洋建設株式会社 札幌市豊平区福住３条４丁目２番７号

397 株式会社東陽工業 札幌市清田区清田９条３丁目１３番１０号

398 東リ株式会社札幌営業所 札幌市豊平区旭町３丁目１番７号

399 道路工業株式会社札幌工事事務所 札幌市豊平区西岡５２１番地

400 東和コンサルタント株式会社 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目６番１号

401 有限会社トーエイ・エンジニアリング 札幌市豊平区西岡５４０－２

402 株式会社トーショー 札幌市清田区真栄１条２丁目３４番１０号

403 株式会社トータルインテリアワークス 札幌市豊平区月寒東３条１７丁目６－８

404 株式会社トータル・ライフ・ケア 札幌市豊平区月寒東４条17丁目２－17

405 株式会社トーホー 札幌市豊平区美園４条６丁目１３番地

406 株式会社トーホーエンジニアリング 札幌市豊平区平岸２条６丁目１番14号三慶ビル３階

407 株式会社トーヨータイヤジャパン 札幌市豊平区豊平２条３丁目１番２３号

408 特定非営利活動法人ステップバイステップ 札幌市豊平区1条13丁目1番12号

409 特定非営利活動法人ボランティア杜の家 札幌市清田区清田6条3丁目1-1

410 特別養護老人ホーム緑愛園 札幌市清田区北野1条1丁目6番28号

411 特別養護老人ホームひらおか梅花実 札幌市清田区平岡３条３丁目１番８号

412 株式会社ドコモＣＳ北海道フロント支援部研究センター 札幌市豊平区月寒中央通9丁目3番25号

413 株式会社ドコモＣＳ北海道フロント支援部代理店サポートセンター 札幌市豊平区月寒中央通11丁目２－20　ドコモ月寒ビル

414 ㈱トップ札幌営業所 札幌市豊平区美園２条６丁目２－１２

415 トヨタＬ＆Ｆ札幌株式会社 札幌市豊平区月寒中央通７丁目７番１７号

416 トヨタカローラ札幌株式会社 札幌市豊平区美園３条６丁目３番１０号

417 トヨタカローラ札幌㈱ジョイック清田 札幌市清田区真栄1条2丁目1番12号

418 トヨタカローラ札幌株式会社ダイハツ豊平 札幌市豊平区美園３条６丁目3－３

419 トヨタ自動車株式会社北海道サービス分室 札幌市豊平区月寒東１条１４丁目１－６０

420 トヨタ　モビリティパーツ株式会社 札幌市豊平区西岡４条１丁目１３番５０号

421 ㈱トヨタレンタリース新札幌 札幌市豊平区平岸7条13丁目2番47号

422 豊平区土木センター 札幌市豊平区西岡３条１丁目８番２０号

423 豊平公益株式会社 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７番２１号

424 株式会社トラスト技研 札幌市豊平区平岸１条１３丁目４番１号

425 とんでん株式会社　北海道営業部 札幌市豊平区月寒東１条20丁目5－40つきさむ温泉内

426 株式会社尚進 札幌市清田区清田３条１丁目１番１６号

427 中大開発興業株式会社 札幌市豊平区月寒東４条１６丁目４番２５号

428 ナカノ建設株式会社 札幌市豊平区福住２条５丁目７番１７号

429 永浜クロス株式会社 札幌市豊平区豊平２条１３丁目７番地

430 有限会社永峰塗装工業 札幌市清田区里塚１条４丁目３番６号

431 中村塗装工業株式会社 札幌市豊平区月寒東２条１２丁目１５番１７号

432 株式会社ナナＳ放課後等デイサービスみっけ 札幌市豊平区西岡４条８丁目１３－１５

433 ナポリの窯豊平店 札幌市豊平区豊平3条6丁目1-7　ブルームハイツ1階

434 有限会社成田興業 札幌市豊平区中の島２条５丁目３番３号

435 株式会社二階堂 札幌市豊平区豊平２条１３丁目１番１号

436 株式会社西岡国昭建設 札幌市豊平区西岡２条１２丁目２番１５号

437 西岡総業株式会社 札幌市豊平区西岡２条１１丁目２５番１８号

438 株式会社西組 札幌市豊平区福住１条７丁目５番１２号



439 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター豊平 札幌市豊平区西岡４条３丁目７－１８

440 有限会社ニチエイメンテナンス 札幌市豊平区西岡4条11丁目5番13号

441 日糧製パン株式会社 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５番１号

442 株式会社にっかん札幌営業所 札幌市清田区里塚２条３丁目１０－１７

443 株式会社にっかん 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目１２番３号

444 株式会社日弘ヒーティングC・S事業部南営業所 札幌市清田区平岡3条6丁目10－5

445 日産プリンス札幌販売株式会社皆来羊ヶ丘 札幌市清田区真栄４条５丁目１５番１０号

446 日産プリンス札幌販売株式会社 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目６番３７号

447 日産プリンス札幌販売株式会社月寒支店 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目６番３７号

448 日昇エレベータ株式会社 札幌市豊平区豊平４条１０丁目１番２号

449 株式会社日伸建設 札幌市豊平区美園３条３丁目１番２７号

450 日新配管工業株式会社 札幌市清田区真栄３条２丁目１５番５号

451 日邦薬品工業株式会社札幌出張所 札幌市豊平区平岸2条3丁目6-28

452 日北自動車工業株式会社 札幌市清田区美しが丘１条３丁目１番１０号

453 株式会社NIPPO北海道支店 札幌市豊平区中の島１条２丁目２番15号

454 日本アイ・エス・ケイ株式会社北海道事業部 札幌市清田区平岡３条２丁目１３－１

455 日本アプライド株式会社 札幌市豊平区平岸２条10丁目１番17号

456 日本衛生株式会社 札幌市清田区平岡１条１丁目１番４０号

457 日本キャタピラー合同会社札幌南営業所 札幌市清田区里塚２条６丁目３番５号

458 日本建機サービス販売株式会社 札幌市清田区北野５条５丁目１６番２３号

459 日本建機サービス販売㈱有明営業所 札幌市清田区有明２４４－４

460 日本設備工業株式会社札幌支店 札幌市豊平区中の島２条３丁目６－１

461 日本調理機株式会社北海道支店 札幌市豊平区美園２条６丁目３番１４号

462 日本道路株式会社道央営業所 札幌市豊平区月寒東１条１６丁目１番４３号

463 日本道路株式会社北海道支店 札幌市豊平区月寒東１条１６丁目１番４３号

464 日本郵便株式会社豊平郵便局 札幌市豊平区美園３条６丁目３番４号

465 ネクステージ札幌美しが丘店 札幌市清田区美しが丘4条10丁目1番7号

466 株式会社ネクステージSUVLAND札幌清田 札幌市清田区美しが丘1条7丁目6番10号

467 ネッツトヨタ札幌㈱里塚店 札幌市清田区里塚１条２丁目２番１号

468 ネッツトヨタ札幌株式会社プラザつきさむ 札幌市豊平区福住２条１丁目４番７号

469 ネッツトヨタ道都株式会社美しが丘店 札幌市清田区美しが丘１条６丁目２番５号

470 ネッツトヨタ道都株式会社豊平店 札幌市豊平区豊平３条６丁目１－２３

471 ネッツトヨタ道都株式会社平岸店 札幌市豊平区平岸１条１０丁目２番４号

472 株式会社ノアコンツェル 札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32

473 農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター 札幌市豊平区羊ヶ丘１番地

474 ノースロード株式会社 札幌市清田区真栄４６８番地１

475 有限会社野崎設備 札幌市豊平区月寒東４条１６丁目１番８号

476 株式会社はこぶね 札幌市清田区北野3条2丁目11－15

477 長谷川体育施設株式会社北海道支店 札幌市豊平区中の島１条２丁目２番１５号

478 パナソニックＳＳサービス㈱東部サービスセンター北海道ＦＳ部 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目７番４０号

479 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社東日本社 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目７番４０号

480 株式会社林自工 札幌市清田区美しが丘３条１０丁目１－１

481 株式会社林自動車札幌 札幌市清田区北野２条３丁目１番３号

482 株式会社パワー・ステーション学園前店 札幌市豊平区豊平7条7丁目1－1



483 株式会社半田美装 札幌市豊平区平岸３条７丁目１２番７号

484 バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ株式会社北海道東北支店札幌営業所 札幌市豊平区月寒中央通２丁目２番２２号

485 株式会社Ｈａｎｄ Ｍａｄｅ 札幌市清田区北野７条４丁目11-20ホワイトヴィラ74-1F

486 株式会社ビーシー 札幌市豊平区月寒東2条1丁目3番18号

487 ＢＤＯ税理士法人札幌事務所 札幌市豊平区平岸3条14丁目1番25号

488 株式会社東日本ハウジング 札幌市豊平区平岸３条７丁目２番１０号

489 ピザーラ清田店 札幌市清田区平岡６条１丁目６番１６号

490 ピザハット美しが丘店 札幌市清田区美しが丘3条5丁目9番1号

491 ピザハット平岸店 札幌市豊平区平岸４条４丁目３－４

492 ピザハット月寒店 札幌市豊平区月寒西1条１０丁目５－４２

493 株式会社日立ビルシステム札幌南営業所 札幌市豊平区平岸３条５丁目４番２２号

494 株式会社ヒノデ工業 札幌市豊平区月寒東３条１０丁目３番１３号

495 １００満ボルト札幌清田店 札幌市清田区真栄５６番地

496 日吉建設株式会社 札幌市豊平区美園４条２丁目１番５号

497 ビルドプロテック株式会社 札幌市清田区美しが丘２条２丁目１番２号

498 株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地

499 フォーク電気株式会社 札幌市清田区美しが丘１条８丁目１－27

500 株式会社フォーシーズ・ピザーラ中の島店 札幌市豊平区中の島２条４丁目4番１号

501 フクタカ工業株式会社 札幌市豊平区福住２条９丁目１４番３０号

502 藤井設備株式会社 札幌市豊平区美園１１条６丁目１番２４号

503 富士化学工業株式会社 札幌市豊平区中の島２条１丁目２番２３号

504 株式会社藤電気 札幌市豊平区西岡2条8丁目1－38

505 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 札幌市豊平区月寒中央通７丁目６番２号ＪＡ月寒中央ビル６Ｆ

506 株式会社不二家北海道支店 札幌市豊平区平岸５条７丁目８番２２号第２平岸グランドビル７階

507 福助商事株式会社 札幌市豊平区中の島2条4丁目4－10－401

508 株式会社フレアス札幌事業所 札幌市豊平区美園３条５丁目１－１５原ビル３Ｆ

509 平清警備株式会社 札幌市清田区平岡７条３丁目８番２２号

510 株式会社防災コンサルタント 札幌市豊平区福住３条７丁目23番15号

511 訪問看護ステーションきよた 札幌市清田区真栄１条１丁目１－１５　ウィステリア清田１階

512 訪問看護ステーションラパン 札幌市清田区真栄３２８番地

513 訪問看護ステーションリーフィール 札幌市豊平区中の島1条7丁目12－1

514 ホーチキシステム株式会社 札幌市豊平区美園2条3丁目2番7号

515 株式会社北陸銀行豊平支店 札幌市豊平区豊平４条２丁目６番３号

516 株式会社北英建設 札幌市豊平区月寒中央通６丁目１番１５号

517 北央電設株式会社 札幌市清田区美しが丘５条６丁目１番１５号

518 株式会社北診印刷 札幌市豊平区豊平６条３丁目６番２２号

519 北新自動車株式会社 札幌市豊平区西岡２条１丁目４番地

520 北成産業株式会社 札幌市豊平区平岸2条6丁目1－14

521 株式会社ほくと 札幌市清田区里塚２条５丁目11番23号

522 北道工業株式会社 札幌市豊平区中の島１条１０丁目１番１７号

523 有限会社北都工業 札幌市豊平区平岸3条1７丁目1番14号

524 株式会社ホクブ 札幌市豊平区西岡５２８番地３

525 北武コンサルタント株式会社 札幌市豊平区月寒中央通７丁目４番７号

526 ㈱ホクミコンサル 札幌市豊平区平岸１条１３丁目４－１



527 株式会社北雄産業 札幌市豊平区豊平４条９丁目２番１８号

528 株式会社北洋銀行清田区役所前支店 札幌市清田区平岡１条１丁目１番２号

529 株式会社北洋銀行月寒中央支店 札幌市豊平区月寒中央通９丁目３番１号

530 株式会社北洋銀行豊平支店 札幌市豊平区豊平4条6丁目1番20号

531 株式会社北洋銀行平岸中央支店 札幌市豊平区平岸３条８丁目１番３３号

532 北陽警備保障株式会社 札幌市豊平区月寒中央通２丁目３番２０号

533 北海学園札幌高等学校 札幌市豊平区旭町４丁目１番４２号

534 北海ケミ－株式会社 札幌市清田区美しが丘１条８丁目４番１号

535 北海紙管株式会社清田営業所 札幌市清田区清田１条３丁目７番14号

536 株式会社北開水工コンサルタント札幌支店 札幌市豊平区月寒東２条２０丁目５番１０号

537 北海道エア・ウォーター株式会社札幌エネルギー第二支店豊平店 札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１番６号

538 北海道エルム警備保障株式会社 札幌市豊平区豊平４条３丁目１番１号　シャルム豊平２Ｆ

539 北海道科学大学高等学校 札幌市豊平区中の島２条６丁目２番３号

540 株式会社北海道鑑定 札幌市豊平区美園1条6丁目2番11号

541 ㈱北海道銀行第3法人営業部・第4法人営業部 札幌市豊平区月寒中央通7丁目3番13号

542 北海道銀行プライベートバンキングセンター月寒 札幌市豊平区月寒中央通７丁目３番１３号

543 北海道警察札幌方面豊平警察署 札幌市豊平区豊平７条１３丁目１番１５号

544 北海道交通株式会社 札幌市豊平区平岸２条１６丁目２番１号

545 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社 札幌市清田区北野２条３丁目１２番３５号

546 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号

547 北海道コカ・コーラボトリング株式会社清田事業所 札幌市清田区清田１条１丁目３番１０号

548 北海道コスモグリーン株式会社 札幌市豊平区月寒南１条１７丁目３番１５号

549 北海道サービス株式会社 札幌市清田区清田１条１丁目３番１０号

550 株式会社北海道山有 札幌市清田区北野6条1丁目5-1

551 株式会社北海道シミズ 札幌市豊平区豊平１条１１丁目１－１８

552 有限会社北海道新聞三宮販売所 札幌市豊平区月寒西4条10丁目2-14

553 北海道スバル株式会社カースポット羊ヶ丘通 札幌市清田区真栄58番地１

554 北海道スバル㈱月寒店 札幌市豊平区月寒中央通11丁目1番10号

555 北海道スバル株式会社羊ヶ丘通清田店 札幌市清田区真栄58番地１

556 北海道朝鮮初中高級学校 札幌市清田区平岡４条２丁目６－１

557 北海道東リ株式会社 札幌市豊平区旭町３丁目１番７号

558 北海道日産自動車株式会社月寒店 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目６番１号

559 株式会社北海道日本ハムファイターズ 札幌市豊平区羊ヶ丘１番地

560 北海道ベンディング株式会社 札幌市清田区清田１条１丁目３番１０号

561 北海道ホンダ販売株式会社 札幌市豊平区月寒東１条１７丁目５番２０号

562 北海道マツダ販売㈱東月寒支店 札幌市豊平区月寒東1条13丁目1-1

563 北海道マツダ販売株式会社清田店 札幌市清田区真栄１条２丁目１９番１号

564 北海道マツダ販売株式会社豊平店 札幌市豊平区豊平３条５丁目１番２７号

565 北海道三菱自動車販売株式会社里塚店 札幌市清田区里塚１条４丁目１５番１号

566 北海道三菱自動車販売株式会社北野店 札幌市清田区北野２条２丁目２０番４５号

567 北海道三菱自動車販売株式会社豊平店 札幌市豊平区豊平３条１３丁目２番１７号

568 北海道労働金庫札幌平岡支店 札幌市清田区平岡９条１丁目８－１４

569 株式会社北海道ロードサービス 札幌市清田区清田１条３丁目７番５５号

570 北海道コカ・コーラボトリング㈱ 札幌市清田区清田１条１丁目２番１号



571 北幹警備保障株式会社 札幌市豊平区平岸３条１丁目２番５号

572 株式会社ホンダ四輪販売北海道月寒羊ヶ丘店 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５番９０号

573 株式会社ホンダカーズ札幌中央清田店 札幌市清田区真栄１条２丁目１２番５号

574 ㈱ホンダカーズ札幌中央月寒店 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目１番４６号

575 株式会社ホンダ四輪販売北海道U-Select平岸 札幌市豊平区平岸５条１０丁目６番６号

576 本間工業株式会社 札幌市清田区有明４３番地２

577 本間塗装株式会社 札幌市豊平区美園１条６丁目１番２５号

578 株式会社Makahou 札幌市豊平区平岸六条17丁目1-2ロイヤルレインボー平岸Ｃ棟

579 株式会社松村 札幌市清田区里塚１条４丁目13－20

580 株式会社真鍋造園 札幌市豊平区月寒中央通６丁目２番１６号

581 株式会社丸亀長谷川組 札幌市豊平区平岸３条１３丁目８番８号

582 マルカワ食品株式会社 札幌市清田区平岡２条１丁目１番１号

583 株式会社丸恵原田商会 札幌市清田区里塚２条７丁目２番２０号

584 丸晃電気工業株式会社 札幌市豊平区月寒東2条19丁目9番10号

585 株式会社マルコシ北の大地亭 札幌市豊平区月寒東2条19丁目20－40

586 株式会社丸サ佐藤設備商会 札幌市豊平区平岸１条１４丁目６番１号

587 丸善雄松堂株式会社札幌支店 札幌市清田区北野６条１丁目４番６０号

588 マルト東和開発株式会社 札幌市清田区真栄１条２丁目３番１２号

589 丸豊ホクオー興業株式会社 札幌市豊平区美園２条３丁目２番４号

590 株式会社マルナカ・ナカノ工業 札幌市清田区里塚３条４丁目１－26

591 丸彦渡辺建設株式会社 札幌市豊平区豊平６条６丁目５番８号

592 株式会社マルベリーさわやかセンター札幌豊平 札幌市豊平区福住２条10丁目18番１号

593 株式会社マルミ・アサヒ 札幌市豊平区旭町５丁目２－３２

594 有限会社丸義三光建設 札幌市清田区北野５条４丁目15番14号

595 三司馬物産株式会社 札幌市清田区真栄648番地５

596 ミズノ株式会社北海道営業所 札幌市豊平区豊平２条８丁目１－３０

597 株式会社みずほ栄設計札幌支社 札幌市豊平区豊平３条１２丁目１番１７号

598 三井ヘルスサービス㈱ 札幌市豊平区平岸2条3丁目6－13　三井ビル平岸

599 三井不動産リアルティ札幌株式会社札幌豊平センター 札幌市豊平区平岸2条6丁目１－１４

600 株式会社ミツウロコヴェッセル北海道札幌店 札幌市豊平区美園１２条６丁目１番１２号

601 三本コーヒー株式会社札幌月寒支店 札幌市豊平区月寒東１条１９丁目２番１号

602 みどりの丘デイサービスセンター 札幌市豊平区西岡５条１２丁目１番２号

603 株式会社南組札幌支店 札幌市豊平区月寒東２条１７丁目３番７５号

604 株式会社南商会 札幌市清田区有明３４０－５

605 三益工業株式会社 札幌市豊平区平岸７条１５丁目１番５４号

606 雅建装株式会社 札幌市豊平区西岡２条５丁目２番19号

607 株式会社ミューテコーポレーション 札幌市清田区真栄１条２丁目４番１６号

608 株式会社結び屋 札幌市豊平区月寒東２条１９丁目２０番４０号

609 むつみ住宅設備株式会社 札幌市清田区真栄１条１丁目１番１８号

610 明治ミルクステーション豊平センター 札幌市豊平区月寒東1条4丁目3－14

611 名美興業株式会社札幌営業所 札幌市豊平区中の島２条１０丁目２番１２号

612 株式会社Melever 札幌市豊平区豊平7条7丁目3番6号

613 株式会社森造園 札幌市豊平区月寒東２条２０丁目８番５号

614 モリミツ株式会社 札幌市豊平区美園９条３丁目３番５号



615 株式会社モロオ札幌豊平営業所 札幌市清田区平岡１０条１丁目８番３号

616 株式会社モロオ札幌東営業所 札幌市清田区平岡１０条１丁目８番３号

617 株式会社ヤクルト本社医薬営業部医薬札幌支店 札幌市豊平区月寒中央通７丁目６番２０号ＪＡ月寒ビル６Ｆ

618 矢崎総業北海道販売株式会社 札幌市豊平区福住3条2丁目4番5号

619 八千代工業株式会社 札幌市豊平区美園１２条７丁目７番８号

620 柳原建設株式会社 札幌市豊平区西岡４条９丁目１１番３号

621 株式会社ヤナセオートシステムズ 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目１６－１

622 ヤナセオートモーティブ株式会社札幌支店 札幌市豊平区月寒東１条１６丁目１番１号

623 株式会社ヤナセ札幌支店 札幌市豊平区月寒東１条１５丁目１６番１号

624 藪内薬品株式会社 札幌市清田区北野１条１丁目５番２５号

625 ㈱ヤマダデンキ家電住まいる館×YAMADAweb.com清田 札幌市清田区清田1条1丁目1番1号

626 山忠高島建設株式会社 札幌市豊平区月寒西３条９丁目１番４号

627 ヤマトオートワークス株式会社AI北海道支店 札幌市豊平区豊平1条10丁目4-11

628 株式会社湯川造園 札幌市清田区清田２条２丁目１４番３７号

629 株式会社ユニ商会 札幌市清田区里塚1条4丁目1番5号

630 株式会社ユニバーサルホーム札幌豊平店 札幌市豊平区豊平１条１０丁目北海道マイホームセンター札幌会場

631 ＵＮＩＶＥＲＳＥ札幌 札幌市清田区清田２条２丁目５番１

632 株式会社UNILEAD 札幌市清田区清田1条4丁目1番45号　R4TMビル2003号

633 ㈱ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー札幌受注配送センター 札幌市清田区美しが丘1条1丁目

634 ライフサポート札幌株式会社 札幌市豊平区平岸3条4丁目1番1号

635 リカーズかめはた株式会社 札幌市豊平区豊平５条５丁目３番１５号

636 リハビリデイサービスふぁいと 札幌市豊平区西岡５条１２丁目１８番７号

637 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ月寒 札幌市豊平区月寒東2条19丁目9－8

638 リハビリ特化型デイサービスMarch平岡 札幌市清田区平岡７条３丁目１８番１０号

639 株式会社リペアハウス 札幌市豊平区平岸2条10丁目2番1号

640 リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー㈱札幌支店 札幌市豊平区平岸７条１４丁目３番４８号

641 緑営株式会社 札幌市清田区里塚緑ヶ丘12丁目１番20号

642 レグセントジョイラー株式会社札幌支社 札幌市豊平区月寒西１条10－５－72

643 株式会社ＷＡＫＡＢＡ 札幌市豊平区平岸１条20丁目８－20

644 株式会社ワシダ商会 札幌市豊平区豊平４条３丁目１番１０号

645 株式会社和田商会 札幌市豊平区月寒東１条17丁目１番55号

646 株式会社渡辺塗料商会 札幌市清田区有明７４番地５

647 渡辺パイプ㈱札幌南住設サービスセンター 札幌市豊平区福住三条7－23－1

648 渡辺パイプ株式会社札幌電工サービスセンター 札幌市豊平区福住３条７丁目２３－１

649 渡辺パイプ株式会社札幌豊平サービスセンター 札幌市豊平区福住３条７丁目２３番１号

650 稚内信用金庫清田支店 札幌市清田区清田１条４丁目１番40号


