
＜厚別警察署＞
番号 事業所名 事業所住所

1 アーク大隅株式会社 北広島市大曲８１１番地１１

2 ㈱アイ・ユウ・システム 北広島市大曲工業団地４丁目２番地６

3 株式会社アイミック 札幌市厚別区厚別東２条３丁目６番１７号

4 秋津道路株式会社道央事業所 北広島市北の里５５６番地１

5 株式会社アクティオＥＧ北海道営業所 北広島市大曲工業団地４－７

6 株式会社アクティオ北海道工場 北広島市大曲工業団地４－４－６

7 アグロカネショウ株式会社北海道支店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３-31

8 旭イノベックス㈱北広島工場土木鉄構事業部 北広島市共栄５４２番地

9 ㈱アシスト札幌営業所 北広島市北の里２２－２

10 株式会社安達ポンプサービス 札幌市厚別区厚別西４条４丁目９番２１号

11 厚別区役所 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目３番２号

12 アルスマエヤ株式会社 札幌市厚別区厚別中央４条３丁目７番１７号

13 アルフレッサ株式会社新札幌支店 札幌市厚別区厚別東2条2丁目3番15号

14 (株)安藤・間 北広インター作業所 北広島市大曲中央1丁目1-8　NKビル2階

15 株式会社イースト・エンジニアリング 札幌市厚別区厚別西4条5丁目3-13

16 伊丹車両㈱北広島店 北広島市輪厚630番地

17 ㈱井田両国堂札幌店 札幌市厚別区厚別中央五条１－７－１

18 一般財団法人北海道電気保安協会札幌東事業所 札幌市厚別区厚別中央１条４丁目５番５号

19 一般財団法人北海道歴史文化財団 札幌市厚別区厚別町小野幌50－1

20 一般社団法人ジェネティクス北海道道央広域事業所 北広島市西の里３４６番地１

21 （一社)北海道総合在宅ケア事業団札幌厚別訪問看護ステーション 札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号札幌市交通局７階

22 株式会社伊藤園札幌南部支店 北広島市大曲工業団地７丁目３番地３

23 伊並産業株式会社 札幌市厚別区厚別東３条３丁目６番１５号

24 医療法人記念塔病院 札幌市厚別区厚別東４条３丁目３番６号

25 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック 札幌市厚別区厚別中央5条6丁目1番5号

26 医療法人社団銀杏会　北広島希望ヶ丘病院 北広島市大曲８０４番地

27 医療法人社団圭桃会札幌おおぞらクリニック 札幌市厚別区上野幌1条3丁目1－7

28 医療法人社団秀和会ファミリークリニックこころ 札幌市厚別区もみじ台東4丁目2－7

29 医療法人社団翔仁会 北広島市輪厚７０４番地１６

30 医療法人社団翔嶺館新札幌聖陵ホスピタル 札幌市厚別区厚別中央4条2丁目1番30号

31 医療法人社団哲栄会 北広島市大曲６９５番地

32 医療法人社団西の里恵仁会病院 北広島市西の里５０６番地

33 医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 札幌市厚別区上野幌１条２丁目１番１０号

34 医療法人徳洲会介護老人保健施設コスモス 札幌市厚別区厚別町山本１０６３番地２８

35 医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東１丁目１番１号

36 医療法人中山会新札幌パウロ病院 札幌市厚別区厚別東２条６丁目４番１号

37 医療法人豊和会新札幌豊和会病院 札幌市厚別区大谷地東２丁目５番12号

38 医療法人重仁会訪問看護ステーションエミーデ 札幌市厚別区大谷地東5丁目7－10

39 インタートラクターサービス㈱札幌営業所 北広島市北の里16番地1

40 医療法人社団Ｈ・Ｎ・メディック北広島 北広島市共栄町５丁目６番地１

41 ＡＳＡ青葉町 札幌市厚別区青葉町６丁目１番15号

42 エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社 札幌市厚別区厚別南３丁目４番１号



43 エクシオグループ株式会社札幌技術センタ 札幌市厚別区厚別南３丁目４番１号

44 株式会社エコニクス 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目２番１４号

45 有限会社エスケーロードサービス 札幌市厚別区大谷地東５丁目２番２０号

46 ㈱エヌ・エス・シー北海道ｴﾘｱｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 札幌市厚別区大谷地東2－3－25

47 NXエネルギー北海道株式会社厚別営業所 札幌市厚別区厚別南4丁目26番25号

48 NX機工㈱札幌工作支店 北広島市大曲工業団地２丁目７番地１

49 NX機工㈱札幌支店大曲営業所 北広島市大曲工業団地２丁目７番地２

50 ＮＰＯ法人　たすけあいワーカーズのほろ 札幌市厚別区厚別中央２条６丁目５番40第二広地マンション11

51 株式会社エムアンドエフ 札幌市厚別区厚別東５条２丁目３番４８号

52 株式会社Ｍｚ原田 札幌市厚別区厚別東３条２丁目1番35号

53 ＭＰアグロ株式会社 北広島市大曲工業団地６丁目２番地１３

54 エルム建設株式会社 北広島市共栄町４丁目１７番地８

55 株式会社エルムデータ 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目２番15号

56 園建 札幌市厚別区大谷地西６丁目２番３号

57 ㈱エンパイアー札幌東支店 札幌市厚別区厚別東２条１丁目２番２１号

58 株式会社おおしま建設 札幌市厚別区厚別西１条１丁目１番５０号

59 株式会社オートランド札幌 札幌市厚別区厚別中央３条１丁目１番43号

60 大西基礎工業株式会社 北広島市大曲４４４番地２

61 大松建設工業株式会社 北広島市西の里北１丁目４番地１

62 株式会社大宮ホーロー北海道製作所札幌工場 北広島市大曲幸町３丁目４番地１０

63 株式会社オストジャパングループ 札幌市厚別区厚別南５丁目１番７号

64 越智建設株式会社札幌東営業所 北広島市大曲772

65 開運興産株式会社 北広島市大曲工業団地６丁目３番地１

66 有限会社笠川総業 札幌市厚別区厚別西２条１丁目３番２７号

67 片桐機械㈱北広島営業所 北広島市共栄５４番地１９

68 片桐機械株式会社札幌支店 札幌市厚別区大谷地西1丁目1番1号

69 学校法人明石学園広島わかば幼稚園 北広島市若葉町３丁目１１番地

70 学校法人キリスト教北光学園北光幼稚園 札幌市厚別区青葉町７丁目１番３２号

71 学校法人坂本学園大地太陽幼稚園 北広島市大曲784-106

72 学校法人札幌日本大学学園 北広島市虹ヶ丘５丁目７番地１

73 学校法人須合学園札幌みづほ幼稚園 札幌市厚別区もみじ台東２丁目５番

74 学校法人広島大谷学園大曲大谷幼稚園 北広島市大曲５８１番地５

75 学校法人北海道星槎学園 北広島市中の沢１４９番地

76 学校法人北邦学園認定こども園桜台いちい幼稚園・保育園 札幌市厚別区厚別西６１１番地５２０

77 学校法人北邦学園認定こども園札幌自由の森幼稚園・保育園 北広島市西の里４９８番地１

78 学校法人やすらぎ学園厚別幼稚園 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目５番６号

79 加藤産業株式会社北海道支社 北広島市北の里５２番地８

80 株式会社カナモト仮設部 北広島市北の里２３番地１

81 株式会社カネトアキホ 北広島市大曲工業団地２丁目４番地４

82 北海道瓦斯株式会社札幌東ビル 札幌市厚別区大谷地東１丁目３－１

83 株式会社川西製餡所 札幌市厚別区厚別東５条２丁目４番３５号

84 カンエイ実業株式会社北広島営業所 北広島市大曲工業団地６丁目３－２

85 環境開発工業株式会社 北広島市北の里４１番地２７

86 株式会社神田土質基礎 札幌市厚別区厚別中央４条３丁目５－５



87 株式会社かんぽ生命保険厚別郵便局かんぽサービス部（札幌支店） 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目１－１

88 株式会社かんぽ生命保険札幌支店北広島郵便局かんぽサービス部 北広島市栄町１－５－１

89 介護老人保健施設ナーシングヴィラ大谷地大谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番１０号

90 ㈱キステム北海道支店 札幌市厚別区厚別南1丁目20－3

91 北日本重機株式会社 札幌市厚別区厚別町山本1063-418

92 北日本スカイテック株式会社 北広島市西の里３０８番地１

93 北広島市建設部土木事務所 北広島市共栄１９６番地１

94 北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園 北広島市西の里３４７番地４

95 北広島市上下水道事業 北広島市中央４丁目２番地１

96 北広島市消防本部 北広島市北進町１丁目３番地１

97 北広島自動車学校 北広島市共栄１６番地１

98 北広島市役所 北広島市中央４丁目２番地１

99 北広島地域訪問看護ステーション 北広島市中央３丁目３番地１しんこうビル２階

100 北広島リハビリセンター 北広島市富ヶ岡５０９番地３１

101 北広島竜谷学園広島幼稚園 北広島市共栄町１丁目７番地１

102 株式会社北広造園土木 札幌市厚別区厚別中央5条4丁目7番5号

103 キャンピングレンタサービス工業株式会社 北広島市共栄159番地２

104 協業組合エクセル三和 北広島市北の里４７１番地７

105 極東サービスエンジニアリング北海道株式会社山本事業所 札幌市厚別区厚別町山本2461－１

106 協同電気通信株式会社札幌支店 北広島市輪厚中央5丁目1番地3

107 株式会社クボタ建機ジャパン北海道営業部札幌営業所 北広島市大曲工業団地３丁目１番地

108 株式会社クラーク自動車 北広島市中の沢１７１番地

109 クラシタス株式会社札幌支店 札幌市厚別区大谷地東２－１－60

110 有限会社くらしの新聞社 札幌市厚別区厚別中央5条4丁目3－4

111 株式会社クリーンテック 北広島市希望ヶ丘３丁目３番地４０

112 株式会社グリーンプランナー 札幌市厚別区上野幌１条５丁目１番８号

113 株式会社Ｇｒｏｗｔｈプラス 札幌市厚別区もみじ台西３丁目１番２号

114 恵愛学園北広島かおり幼稚園 北広島市高台町１丁目９－１

115 公益社団法人北広島市シルバー人材センター 北広島市共栄町３丁目１２番地１

116 株式会社光生舎 北広島市大曲中央2丁目3－10

117 株式会社光生舎CoCo厚別 札幌市厚別区厚別中央４条３丁目７－１２

118 株式会社高速札幌営業部 札幌市厚別区厚別中央1条1丁目3－20

119 高速道路トールテクノロジー株式会社札幌テクノショップ 札幌市厚別区大谷地西５丁目１２番３０号

120 株式会社興電 北広島市大曲２０７番地９３

121 合同会社サクランボ 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目2-8

122 合同会社ライフピア 札幌市厚別区青葉町9丁目2番6号

123 光洋自動車株式会社札幌支店 札幌市厚別区厚別東4条1丁目1－20

124 郡リース株式会社札幌支店 札幌市厚別区厚別東４条８丁目１６番１号

125 株式会社ゴジョウ・ウェイズ 札幌市厚別区もみじ台西３丁目３－５

126 コスモ石油販売北海道カンパニー株式会社 北広島市大曲緑ヶ丘１丁目14-15

127 小部産業㈱厚別工場 札幌市厚別区厚別町山本２４６７－１

128 コマツカスタマーサポート(株)北海道カンパニー札幌南支店 北広島市大曲工業団地１丁目６番地

129 コマツカスタマーサポート㈱北海道カンパニー札幌南支店 北広島市大曲工業団地１丁目６番地

130 コマツカスタマーサポート㈱北海道カンパニー 北広島市大曲工業団地１丁目６番地



131 コマツカスタマーサポート株式会社札幌南支店 北広島市大曲工業団地１－６

132 コマツカスタマーサポート株式会社札幌南支店建機 北広島市大曲工業団地１丁目６番地

133 雇用型作業所リンクル 北広島市北の里４１－９環境開発工業株式会社内

134 サービス付高齢者住宅アリビオもみじ台 札幌市厚別区もみじ台北6丁目1番6号

135 佐々木・広谷建設株式会社 北広島市稲穂町東８丁目５番地１７

136 サッポロウエシマコーヒー㈱管理本部 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4-38

137 サッポロウエシマコーヒー株式会社札幌支店 札幌市厚別区厚別東５条１丁目４番２６号

138 札幌開発建設部札幌南農業事務所 北広島市中央６丁目８

139 札幌ガス株式会社 札幌市厚別区大谷地東５丁目５－２８

140 札幌北広島クラッセホテル 北広島市中の沢316－１

141 札幌市厚別消防署 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目

142 札幌市厚別区土木部維持管理課 札幌市厚別区厚別町下野幌４５番地３９

143 札幌市東部市税事務所 札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号

144 札幌市農業協同組合厚別支店 札幌市厚別区厚別中央５条３丁目１番２０号

145 札幌セントラル暖房株式会社 札幌市厚別区厚別西１条４丁目３番１４号

146 札幌大同印刷株式会社 札幌市厚別区厚別東３条２丁目１番１号

147 札幌徳洲会訪問看護ステーション 札幌市厚別区大谷地東１丁目１－１

148 札幌トヨタ自動車㈱厚別店 札幌市厚別区厚別東５条４丁目１番１号

149 札幌トヨタ自動車株式会社大曲店 北広島市大曲並木１丁目７番地１

150 札幌トヨペット株式会社厚別店 札幌市厚別区厚別中央２条１丁目２番３３号

151 札幌日産自動車株式会社新さっぽろ店 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目１番１５号

152 札幌東税務署 札幌市厚別区厚別東４条４丁目８番８号

153 株式会社札幌ビケ足場ＳＰＭ事業部 北広島市西の里４０８－１

154 札幌ファニシング株式会社 札幌市厚別区大谷地東１丁目２番４０号

155 札幌福祉医療器株式会社 札幌市厚別区もみじ台南６丁目１番５号

156 ㈱札幌リージェントゴルフ倶楽部 北広島市島松６４１番地１

157 株式会社サニクリーン北海道東営業所 札幌市厚別区厚別西３条５丁目７番２０号

158 三協テック株式会社北海道 北広島市共栄５４番地１０

159 山王スペース＆レンタル㈱札幌営業所 札幌市厚別区厚別中央3条1－2－15

160 有限会社産寶工業 札幌市厚別区上野幌３条２丁目２０番２１号

161 株式会社三和重機 北広島市西の里３２２番地６

162 四宮造園 札幌市厚別区厚別南３丁目２番２５号

163 柴田興産株式会社 札幌市厚別区厚別東３条２丁目１番４０号

164 社会福祉法人栄和会 札幌市厚別区厚別町山本７５０番地６

165 社会福祉法人栄和会特別養護老人ホームあつべつ南５丁目 札幌市厚別区厚別南５丁目１－１０

166 社会福祉法人北ひろしま福祉会 北広島市朝日町２丁目６番地９

167 社会福祉法人協立いつくしみの会 札幌市厚別区厚別中央５条６丁目５番２０号

168 社会福祉法人渓仁会青葉ハーティケアセンター 札幌市厚別区青葉町４丁目１０番２７号

169 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会白石・厚別・清田事業所 札幌市厚別区大谷地東２丁目４－１　札幌市交通局本局庁舎６Ｆ

170 社会福祉法人札幌報恩会 札幌市厚別区厚別町上野幌８２２番地

171 社会福祉法人聖母会天使の園 北広島市中央４丁目５番地７

172 社会福祉法人楡の会 札幌市厚別区厚別町下野幌４９番地

173 社会福祉法人北海長正会北広島リハビリセンター特養部四恩園 北広島市富ヶ岡５０９番地３１

174 社会福祉法人北海道光生舎　光生舎ゆいまーる・もみじ台 札幌市厚別区もみじ台南３丁目４番地



175 社会福祉法人北海道リハビリー 北広島市西の里５０７番地１

176 株式会社ジョイフルエーケー大曲店 北広島市大曲工業団地7丁目3番地4

177 障害者支援施設リハビリ－・エイト（法人本部） 北広島市西の里507番地１

178 ㈱常口アトム札幌白石・厚別・江別管理センター 札幌市厚別区厚別中央3条3丁目17番地1

179 株式会社常口アトム新さっぽろ支店 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目１７番１号

180 株式会社常口アトムひばりが丘店 札幌市厚別区厚別中央１条３丁目１－２８

181 親栄電気工事株式会社札幌工事所 北広島市西の里東３丁目１３番地２

182 株式会社新札幌自動車学園 北広島市西の里３７３番地１

183 株式会社親星コスモ 札幌市厚別区厚別西3条1丁目1番16号

184 株式会社新生ゴム 北広島市大曲５１９番地４

185 株式会社真和建機運輸 北広島市輪厚３０３番地５

186 新和建設株式会社 札幌市厚別区もみじ台西３丁目１番６号

187 水ingＡＭ株式会社北広島管理事務所 北広島市輪厚723　北広島市クリーンセンター内

188 水ingＡＭ㈱札幌厚別管理事務所 札幌市厚別区厚別町山本645－18　厚別水再生プラザ内

189 鈴木造園株式会社 北広島市三島２番地１

190 株式会社スズケン札幌厚別支店 札幌市厚別区厚別西３条４丁目８番１号

191 株式会社鈴勇商店北海道支店 北広島市輪厚６７９番地７

192 株式会社スタック札幌南営業所 北広島市北の里１２４番地２

193 ㈱SUMiTAS札幌東店 札幌市厚別区大谷地東1丁目3-23

194 住友重機械建機クレーン株式会社北日本支店札幌営業所 北広島市大曲工業団地５－１－６

195 住友不動産販売株式会社新さっぽろ営業センター 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3番地1号

196 セイカン株式会社 札幌市厚別区厚別東３条３丁目１４番３５号

197 セイコーシステムエンジニアリング株式会社 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目２番１０号

198 セコム株式会社新さっぽろ統轄支社 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３番１号

199 株式会社セントラルフォーム 札幌市厚別区厚別東５条２丁目３番３３号

200 創価学会北海道文化会館 札幌市厚別区上野幌１条１丁目１番１号

201 綜合警備保障㈱北海道支社北広島営業所 北広島市栄町１－５

202 株式会社創和管理事務所 札幌市厚別区厚別西770番地

203 SOMPOケア札幌青葉訪問介護 札幌市厚別区青葉町13丁目５番40号

204 第一カッター興業株式会社 北広島市大曲工業団地６丁目２－６

205 第一環境株式会社北広島事務所 北広島市中央４丁目２番地１北広島市役所４階水道料金センター内

206 だいいちセントラルＥＣＭ株式会社 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目16番39号

207 大嘉産業株式会社札幌支店 札幌市厚別区厚別東5条2丁目3番1号

208 ダイナスティゴルフクラブ北広島 北広島市仁別８２番地４

209 第２あつべつ幼稚園 札幌市厚別区厚別西３条４丁目１番５号

210 株式会社ダイフク札幌カスタマーステーション 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番４１号

211 株式会社ダイフクプラスモア北日本支店 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４１タイヨウビル１Ｆ

212 タイヘイ㈱札幌第二営業所 札幌市厚別区厚別西3条2丁目6－28

213 タイヨウ株式会社重機車輌部 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番４１号

214 有限会社タカシマファーム 北広島市共栄584－115

215 高橋産業株式会社西の里リース事業部 北広島市西の里361－８

216 株式会社滝川自工北広島工場 北広島市大曲工業団地2丁目3番17号

217 田島工業株式会社 北広島市西の里東１丁目１番地１

218 ダンロップタイヤ北海道㈱札幌支店札幌東営業所 北広島市輪厚工業団地1丁目4番1号



219 株式会社つうけん社会基盤事業部 札幌市厚別区厚別西４条４丁目６番２５号

220 株式会社つうけんアクト 札幌市厚別区下野幌テクノパーク２丁目３番１号

221 株式会社つうけん道央事業部札幌事業所 札幌市厚別区厚別西４条４丁目６番２５号

222 株式会社ツクイ札幌上野幌 札幌市厚別区上野幌１条２丁目１番３６号

223 株式会社土屋ホーム生産技術部 北広島市大曲工業団地５丁目１番地３

224 DCM株式会社東日本店舗サポートオフィス 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１番１号

225 DCMニコット株式会社 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０

226 ＤＣＭホーマック株式会社厚別東店 札幌市厚別区厚別東５条１丁目２番１０号

227 道央興発株式会社クラークカントリークラブ 北広島市三島１１３番地１

228 道央農業協同組合北広島支店 北広島市中央1丁目２－１

229 株式会社東急コミュニティー札幌市営住宅管理センター 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３-31新札幌第一生命ビルディング４階

230 東光工栄株式会社 札幌市厚別区厚別東３条１丁目２番１１号

231 東芝電材マーケティング株式会社 札幌市厚別区大谷地東７丁目３番７号

232 株式会社どうしん厚別販売センター 札幌市厚別区厚別北４条４丁目１番１号

233 ㈱道新販売センター青葉中央販売所 札幌市厚別区青葉町6丁目1－33

234 藤山建設株式会社 北広島市美沢３丁目８番地６

235 道路建設株式会社札幌工事事務所道央事業所 北広島市北の里３０番地３

236 株式会社ドウワ 北広島市西の里７３６番地１２

237 藤和通建 札幌市厚別区厚別南３丁目４番27号

238 特定非営利活動法人ホームヘルパーノア 札幌市厚別区青葉町８丁目１番１７号

239 特定非営利活動法人LandP 北広島市北の里41番地29

240 特定非営利活動法人ワーキンググループ 札幌市厚別区厚別西２条４丁目２番１０号

241 特定非営利活動法人わたげ 北広島市高台町３丁目２番地１

242 特別養護老人ホーム青葉のまち 札幌市厚別区青葉町１５丁目１８番１号

243 特別養護老人ホームサポーティ・もみじ台 札幌市厚別区もみじ台北６丁目２－５－２

244 株式会社巴コーポレーション札幌工場 北広島市共栄５４番地７

245 トヨタL＆F札幌株式会社中央支店 札幌市厚別区厚別南4丁目1番1号

246 トヨタカローラ札幌株式会社アンビシャス厚別通 札幌市厚別区厚別西５条３丁目１番10号

247 中電設工業株式会社 北広島市大曲幸町1丁目3番地12

248 ㈱中西製作所北海道支店 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号

249 株式会社中野銘木店札幌支店 北広島市大曲工業団地３丁目７番地４

250 中山機械株式会社 北広島市共栄５４番地１３

251 有限会社七尾冷機 北広島市虹ヶ丘８丁目２番地８

252 株式会社成田ボデー 北広島市大曲工業団地６丁目２－２

253 虹の森カトリック幼稚園 札幌市厚別区厚別東３条４丁目３番１０号

254 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター厚別 札幌市厚別区厚別東４条４丁目１１番３１号

255 日医工株式会社札幌支店 北広島市北の里27番地

256 株式会社日栄建設 札幌市厚別区厚別西１条１丁目１番５０号

257 日栄興業株式会社 北広島市北の里２５６番地

258 日産プリンス札幌販売株式会社大曲支店 北広島市大曲中央１丁目２番地１

259 日彰工業株式会社 札幌市厚別区厚別西５条２丁目１番１２号

260 株式会社日伸テクノ 札幌市厚別区厚別町山本1063番地785

261 日特建設株式会社札幌支店 札幌市厚別区大谷地東４丁目２番２０号

262 日本板硝子北海道株式会社 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３番31号第一生命ビル４階



263 日本サミコン株式会社札幌支店 札幌市厚別区大谷地西１丁目１０番１号

264 日本食研株式会社札幌南営業所 北広島市新富町西３丁目１番１４号

265 日本年金機構新さっぽろ年金事務所 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4-30

266 日本ハウズイング株式会社札幌南支店 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目２－１５

267 日本パレットレンタル株式会社札幌オフィス 札幌市厚別区厚別中央2条５－３－３１新札幌第一生命ビル

268 日本ペイント㈱北海道支店 北広島市大曲工業団地６丁目３番地８

269 日本郵便株式会社厚別郵便局 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目１番１号

270 日本郵便株式会社北広島西郵便局 北広島市大曲中央１丁目５－３

271 日本郵便株式会社北広島郵便局　金融コンサルティング部 北広島市栄町１丁目５番１号

272 日本郵便株式会社北広島郵便局郵便部 北広島市栄町１丁目５番地１

273 株式会社ニューフレンドリー 札幌市厚別区大谷地西１丁目３番５号

274 認定こども園いちい幼稚園・保育園 札幌市厚別区もみじ台西５丁目３番地

275 認定こども園札幌あおば幼稚園 札幌市厚別区厚別北３条５丁目１１番６号

276 ネオラックス株式会社 北広島市大曲工業団地６丁目３－２

277 ㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道北広島道路事務所 北広島市大曲並木1丁目1－2

278 (株)ネクスコ・サポート北海道 札幌市厚別区大谷地西５丁目１２－１５

279 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道北広島事業所 北広島市大曲並木１丁目１番地１

280 ㈱ネクスコ・サポート北海道北広島料金事業部 北広島市大曲並木1丁目1-1

281 ㈱ネクスコ・サポート北海道北広島交通管理事業所 北広島市大曲並木1丁目1番1号

282 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング札幌施設保全事務所 札幌市厚別区上野幌3条4丁目19番2号

283 ネクスコ東日本エンジニアリング札幌施設保全事務所北広島事業所 北広島市大曲並木１－１－１

284 株式会社ネクスト 北広島市大曲工業団地５丁目３－２

285 ネッツトヨタ札幌株式会社ネッツプラザあつべつ 札幌市厚別区厚別西４条４丁目６番５号

286 ネッツトヨタ札幌株式会社プラザきたひろ 北広島市共栄町4丁目12番地3

287 農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター北海道中央農場 北広島市西の里１０８９番地

288 ノースアジャスト㈱ダスキン厚別中央支店 札幌市厚別区厚別中央５条４丁目６番５号

289 株式会社ノーリツ北海道支店 札幌市厚別区大谷地東２丁目３番２５号

290 白翔建設株式会社 札幌市厚別区厚別西５条４丁目４番３号

291 函館環境衛生株式会社北広島支店 北広島市西の里南１丁目１番地７

292 パシフィックゴルフマネージメント㈱サンパーク札幌ゴルフコース 北広島市富ヶ岡456

293 株式会社長谷川熊吉商店 札幌市厚別区厚別中央３条１丁目１１番３号

294 パナソニックコンシューマーＬＥエンジニアリングセンター 札幌市厚別区厚別南２丁目１７－７

295 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社SSBU 札幌市厚別区厚別南２丁目１７－７

296 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社（札幌ＳＣ） 札幌市厚別区厚別南２丁目１７番７号

297 ハマ冷機工業（株）札幌営業所 札幌市厚別区上野幌１条４丁目１番３号

298 株式会社はやかわ 札幌市厚別区厚別東5条3丁目24-1024

299 株式会社ＰＡＬＴＡＣ北海道支社 北広島市大曲工業団地２丁目６番地１

300 株式会社パワー・ステーション大谷地店 札幌市厚別区大谷地東４丁目１－２－１Ｆ

301 株式会社パワー・ステーション　新さっぽろ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４－35

302 PGMプロパティーズ株式会社札幌北広島ｺﾞﾙﾌ倶楽部 北広島市中の沢４５０番地１

303 東日興産㈱札幌営業所 北広島市北の里3－15

304 東日本高速道路株式会社北海道支社北広島管理事務所 北広島市大曲並木１丁目１番地１

305 東日本高速道路株式会社北海道支社 札幌市厚別区大谷地西５丁目１２番３０号

306 東日本フード株式会社札幌東営業部 北広島市共栄54番20



307 東日本フード株式会社北海道第二事業部加工部 北広島市共栄54番地20

308 ピザハット新さっぽろ店 札幌市厚別区厚別東３条３丁目１番４７号

309 日立建機日本株式会社札幌南営業所 北広島市大曲工業団地６丁目１番１０

310 株式会社日立ビルシステム北海道支社道北統括営業所 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４番18号

311 広島建設株式会社 北広島市中央４丁目６番地４

312 広島天使幼稚園 北広島市中央４丁目５番地２

313 広島冨田造園株式会社 北広島市大曲５９９番地３４

314 株式会社ファニチァー 北広島市大曲279－70

315 フィールド･クラブ株式会社本社 北広島市大曲工業団地4丁目1番地2

316 株式会社福祉ドット・コム 札幌市厚別区厚別西２条４丁目２番１０号　２階F号室

317 フクビ化学工業株式会社札幌支店 札幌市厚別区大谷地東2丁目4番地1号札幌市交通局本局庁舎１F

318 株式会社富士薬品札幌営業所 札幌市厚別区厚別西３条２丁目１番２６号

319 ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社大曲店 北広島市大曲工業団地８丁目１番地

320 ブリヂストンタイヤセンター北日本㈱ミスタータイヤマン北広島店 北広島市共栄町1丁目13－10

321 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱厚別営業所 札幌市厚別区厚別北３条２丁目１１番１号

322 ㈱古沢商会 北広島市輪厚中央5丁目2－7

323 株式会社ベストン 札幌市厚別区大谷地西３丁目８－１０

324 ヘルパーステーションかえで 札幌市厚別区もみじ台西6丁目1番4号

325 株式会社弁釜 札幌市厚別区厚別東５条１丁目３番２０号

326 北英電工株式会社 北広島市輪厚工業団地１丁目２番地３

327 ホクサン株式会社 北広島市北の里２７番地４

328 北駿建設株式会社 北広島市東共栄３丁目５番地４

329 北星学園大学附属高等学校 札幌市厚別区厚別町下野幌３８番地

330 ほくでんサービス株式会社札幌支店業務部札幌東業務課 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目１－３０

331 株式会社ほくと給食 札幌市厚別区大谷地西６丁目３番１号

332 株式会社北洋銀行厚別中央支店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番４号

333 (株)北洋銀行大谷地支店 札幌市厚別区大谷地東３丁目２－２

334 株式会社北洋銀行北広島中央支店 北広島市栄町１丁目１番地４

335 株式会社ホクリヨウ札幌ＧＰ工場 北広島市南の里１５７番地１

336 株式会社ホクレン油機サービス 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1番10号

337 株式会社北海ケミカル札幌事業所 北広島市北の里３－１６

338 北海電気工事株式会社札幌支店技術グループ東技術センター 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目１番３０号

339 北海道オフィス・システム株式会社 札幌市厚別区下野幌テクノパーク２丁目１－１４

340 北海道川崎建機株式会社 北広島市大曲中央１丁目２番地２

341 北海道キリンビバレッジサービス㈱北広島支店 北広島市大曲工業団地６丁目３－６

342 株式会社北海道銀行北広島支店 北広島市栄町１丁目１番地

343 北海道警察札幌方面厚別警察署 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目５番２０号

344 北海道警察本部交通部高速道路交通警察隊 札幌市厚別区大谷地西５丁目１２番３０号

345 北海道交運事業協同組合 札幌市厚別区厚別中央１条１丁目１番２５号

346 北海道シャーリング株式会社 北広島市共栄５４３番地

347 北海道車体株式会社 北広島市大曲工業団地２丁目７番地３

348 北海道車体株式会社札幌工場 北広島市大曲工業団地１丁目８番地１

349 北海道酒類販売株式会社札幌東支店 札幌市厚別区大谷地西１丁目１１番１号

350 北海道スバル株式会社厚別店 札幌市厚別区厚別東5条8丁目6番6号



351 北海道スバル株式会社カースポット厚別店 札幌市厚別区厚別東５条７丁目１－25

352 ㈱北海道造園コンサルタント 札幌市厚別区厚別南3丁目2番24号

353 北海道地域暖房株式会社 札幌市厚別区厚別東３条１丁目１番１号

354 北海道電力ネットワーク株式会社札幌支店札幌東ネットワークセンター 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目１番３０号

355 北海道土地改良事業団体連合会道央事務所 北広島市輪厚中央５丁目８番地１２

356 北海道日産自動車株式会社厚別店 札幌市厚別区厚別東４条７丁目２番１０号

357 北海道プリマハム株式会社 札幌市厚別区厚別中央1条7丁目17番32号

358 北海道マツダ販売株式会社厚別店 札幌市厚別区厚別東４条１丁目２番２５号

359 北海道マツダ販売株式会社北広島店 北広島市新富町東１丁目７番地１０

360 北海道三菱自動車販売株式会社厚別通店 札幌市厚別区厚別西５条６丁目１番１号

361 株式会社北基サービス大曲工場 北広島市大曲工業団地６丁目１番地７

362 ㈱ホンダカーズ札幌中央北広インター店 北広島市大曲幸町２丁目３番２号

363 株式会社ホンダカーズ札幌中央厚別中央通店 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目６番２０号

364 株式会社ホンダカーズ札幌中央厚別店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３番８号

365 株式会社ホンダカーズ札幌中央新札幌店 札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４－１１３

366 ホンダ部品販売㈱札幌営業所 北広島市輪厚工業団地１丁目３－３

367 前田道路株式会社南札幌営業所 北広島市大曲幸町２丁目６－７

368 株式会社マタサカ 北広島市輪厚２６０

369 株式会社松井 札幌市厚別区厚別東４条７丁目３６番３号

370 丸開工業株式会社 北広島市稲穂町西4丁目2-11

371 丸建基礎工事株式会社 北広島市北の里３４５番地９

372 株式会社丸順北海道営業所 北広島市大曲６４６－８

373 ㈱丸升増田本店北広島エコファクトリー 北広島市北の里70－3

374 丸清建設 北広島市新富町西２丁目１番地１２

375 丸善大和産業株式会社 札幌市厚別区上野幌２条１丁目１番２０号

376 株式会社見方 北広島市大曲工業団地２丁目１－３

377 株式会社三上土建工業 北広島市大曲４６２番地

378 株式会社ミツウロコヴィッセル北海道 北広島市共栄２３番地

379 三菱電機システムサービス株式会社北海道支店 札幌市厚別区大谷地東２丁目１番１８号

380 三菱電機住環境システムズ株式会社北海道支社 札幌市厚別区大谷地東２丁目１番１１号

381 株式会社三菱電機ライフネットワーク北日本本部札幌支店 札幌市厚別区大谷地東２丁目１番１１号

382 株式会社みらい・コンテック 札幌市厚別区厚別北１条１丁目６番２０号

383 陸奥建設株式会社 札幌市厚別区厚別西730-44

384 メルコファシリティーズ㈱ 札幌市厚別区大谷地東2丁目1番11号

385 明治ミルクステーション厚別宅配センターアクティブ 札幌市厚別区厚別西２条４丁目2番10号

386 明治ミルクステーション北広島宅配センター 北広島市朝日町6丁目１－８

387 (株)メディカルシャトーデイサービスセンター白ゆり新さっぽろ 札幌市厚別区厚別東１条２丁目１－１

388 メンテナンスファクトリー株式会社 北広島市共栄１４番１

389 ヤクハン製薬株式会社 北広島市北の里２７番地

390 有限会社柳コーポレーション 札幌市厚別区大谷地東6丁目3－50

391 ㈱ヤマコウ工業本社 北広島市中央2丁目1番地2

392 山田石油株式会社 北広島市共栄町４丁目１８番地５

393 山田塗装株式会社札幌支店 札幌市厚別区厚別西２条４丁目８番１号

394 やまと木材株式会社 北広島市大曲柏葉2丁目1番地15　林崎ビル1階



395 やまびこジャパン株式会社北海道支社 札幌市厚別区大谷地東１丁目２番２０号

396 ヤンマーエネルギーシステム株式会社札幌支店 札幌市厚別区厚別東４条４丁目８番１号

397 ヤンマー建機株式会社札幌支店 札幌市厚別区厚別東４条４丁目８番１号

398 ヤンマー舶用システム株式会社 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番1号

399 ＵＣＣ上島珈琲株式会社東日本支社北海道支店 札幌市厚別区厚別東５条１丁目４番２６号

400 ＵＤトラックス北海道株式会社 札幌市厚別区厚別中央２条２丁目１番１号

401 有楽製菓株式会社札幌工場 札幌市厚別区厚別東5条2丁目14番地238

402 雪印種苗株式会社 札幌市厚別区上野幌１条５丁目１番８号

403 株式会社ユニバーサルホーム札幌東店 札幌市厚別区厚別東５条８丁目北海道マイホームセンター森林公園

404 幼保連携型認定こども園ひばりが丘明星幼稚園 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目1－10

405 ラッキーコーヒーマシン株式会社札幌営業所 札幌市厚別区厚別東５条１丁目４－２６

406 株式会社ＬＩＸＩＬ札幌工場 北広島市北の里２－１

407 理研計器(株)札幌営業所 札幌市厚別区厚別南２－２２－１７

408 リコージャパン株式会社札幌白石営業部 札幌市厚別区大谷地東２丁目４－30

409 菱照エンジニアリング株式会社 札幌市厚別区厚別中央５条１丁目４番１号

410 株式会社菱友札幌北広島支店 北広島市大曲緑ヶ丘７丁目９番１号

411 株式会社レオパレス21新さっぽろ支店 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目２－15

412 株式会社レンタコム北海道 北広島市共栄５４－３３

413 株式会社ローソン札幌東支店 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目3番3号２階

414 株式会社ワテックス北海道 北広島市共栄５４番地６


