
＜手稲警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 秋津道路株式会社札幌事業所 札幌市手稲区曙5条5丁目７－４５

2 曙鉄工株式会社 札幌市手稲区曙11条２丁目３－72

3 飛鳥・梅林・松谷・高橋特定建設工事共同企業体
北海道新幹線札樽トンネル（富丘）作業所

札幌市手稲区本町592－5

4 株式会社アスパック 札幌市手稲区曙2条3丁目423番30

5 アビエンジニアリング株式会社 札幌市手稲区前田9条19丁目3番10号

6 株式会社ヰセキ北海道アグリ事業部 札幌市手稲区新発寒５条１丁目５番１号

7 株式会社いちたかガスワン西営業所 札幌市手稲区前田１０条１１丁目１－５

8 一般財団法人北海道交通安全協会運転者支援局 札幌市手稲区曙５条４丁目１番１号

9 一般社団法人　シグマ 札幌市手稲区富丘３条４丁目１０番３０号

10 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社札幌西営業所 札幌市手稲区西宮の沢４条２丁目２番６号

11 稲穂興業株式会社 札幌市手稲区稲穂１条１丁目11番14号

12 イムス札幌内科リハビリテーション病院 札幌市手稲区手稲金山１２４番地

13 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田１条１２丁目１番４０号

14 医療法人札幌宮の沢病院 札幌市手稲区西宮の沢１条４丁目14番35号

15 医療法人札幌緑誠病院 札幌市手稲区西宮の沢４条４丁目18番11号

16 医療法人澤山会手稲病院 札幌市手稲区前田６条１３丁目８番１５号

17 医療法人社団隆恵会わだ内科外科クリニック 札幌市手稲区金山１条２丁目１番１６号

18 医療法人タナカメディカル札幌田中病院 札幌市手稲区西宮の沢4条４丁目２番１号

19 医療法人稲生会 札幌市手稲区前田４条１４丁目３番１０号

20 医療法人福和会札幌立花病院 札幌市手稲区曙１１条２丁目３番１２号

21 医療法人勉仁会中垣病院 札幌市手稲区金山１条２丁目１番６号

22 医療法人北武会北都病院 札幌市手稲区手稲山口550番２

23 エイチケイエム紙商事株式会社 札幌市手稲区曙２条４丁目３番27号

24 株式会社A・Qコーポレーション 札幌市手稲区手稲山口３１４番地

25 株式会社AD 札幌市手稲区新発寒7条8丁目4番24号

26 SK工業株式会社 札幌市手稲区富丘4条3丁目3番6号

27 株式会社ＮＣシステム 札幌市手稲区曙２条４丁目１番７０号

28 株式会社F.T.F.NET安暖手西宮の沢 札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目13番10号

29 株式会社ＭＧＳ 札幌市手稲区前田５条７丁目３番１６号

30 株式会社エルム楽器 札幌市手稲区西宮の沢３条２丁目１番８号

31 王子木材緑化株式会社手稲鉱業所 札幌市手稲区手稲金山124番地

32 株式会社大泉組 札幌市手稲区手稲山口８５０－１

33 株式会社大林組札樽シールドＪＶ工事事務所 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目２

34 株式会社小野工業 札幌市手稲区西宮の沢２条３丁目８番１１号

35 開発振興　株式会社 札幌市手稲区曙５条５丁目６番１５号

36 角田無線電機株式会社札幌営業所 札幌市手稲区曙１条１丁目２－３４

37 鹿島・岩田地崎・荒井・森川特定建設工事共同企業体
新幹線札樽トンネル星置JV工事事務所

札幌市手稲区星置1条3丁目3－12RYUJU2階

38 鹿島道路株式会社北海道支店 札幌市手稲区稲穂３条３丁目９－１５

39 株式会社家族葬のファミーユ北海道支社 札幌市手稲区曙６条３丁目１０番３０号

40 学校法人角谷学園富丘つくし幼稚園 札幌市手稲区手稲富丘２条４丁目７番６号

41 学校法人高陽学園認定こども園おおぞら幼稚園 札幌市手稲区前田８条１０丁目６番３５号

42 学校法人三浦学園さわらび幼稚園 札幌市手稲区曙５条２丁目７番１０号



43 学校法人聖主学園幼保連携型認定こども園山王幼稚園 札幌市手稲区曙９条１丁目９番１５号

44 学校法人星置学園いなほガーデン星の子幼稚園 札幌市手稲区稲穂2条5丁目10番1号

45 学校法人星置学園星の子幼稚園 札幌市手稲区星置3条8丁目1－10

46 学校法人北海道科学大学 札幌市手稲区前田７条15丁目４番１号

47 学校法人松田学園幼保連携型認定こども園まつばの杜 札幌市手稲区新発寒５条９丁目３番２４号

48 学校法人養和学園前田幼稚園 札幌市手稲区手稲前田５５５－３

49 加藤建設株式会社 札幌市手稲区西宮の沢６条１丁目12－12

50 加藤商店 札幌市手稲区前田６条１２丁目１－２５

51 加森観光株式会社テイネ事業部 札幌市手稲区手稲本町５９３番地３

52 株式会社ＣＯＬＯＲＳ 札幌市手稲区前田１０条１３丁目１番２２号

53 川元建設㈱富丘トンネル作業所 札幌市手稲区手稲本町592－5

54 株式会社管研 札幌市手稲区新発寒７条１丁目１－２６

55 株式会社かんぽ生命保険手稲郵便局かんぽサービス部 札幌市手稲区前田７条11丁目１番１号

56 ㈱北関東クリーン社 札幌市手稲区曙6条3丁目1－29

57 株式会社共成レンテム札幌営業所 札幌市手稲区手稲本町３条４丁目５番５０号

58 勤医協手稲在宅総合センター 札幌市手稲区曙４条２丁目６番３２号

59 勤医協手稲在宅総合センター 札幌市手稲区新発寒６条３丁目９－３

60 キングラン北海道株式会社 札幌市手稲区新発寒５条１丁目５番１号

61 キングランリニューアル㈱北海道支店 札幌市手稲区新発寒5条1丁目5番1号

62 銀のさら札幌手稲店 札幌市手稲区前田1条6丁目2－8

63 ＧＬＥＥ株式会社　アクアクララ札幌 札幌市手稲区曙2条4丁目3-7

64 株式会社グリーン田中 札幌市手稲区手稲前田574番地３

65 株式会社グリーンハウザー札幌支店 札幌市手稲区曙２条４丁目１番７０号

66 ㈱恵新自動車学園手稲自動車学校 札幌市手稲区星置２条１丁目１３番１号

67 光建工業株式会社 札幌市手稲区前田８条１９丁目１番１０号

68 合同会社ケアプランセンターあさ 札幌市手稲区曙11条2丁目6－5

69 合同会社ROICAL 札幌市手稲区前田10条19丁目6-12

70 国際農機株式会社 札幌市手稲区曙２条４丁目４－１５

71 株式会社後藤曳家工業所 札幌市手稲区新発寒６条１丁目１番６号

72 株式会社寿造園 札幌市手稲区前田４条４丁目１番１号

73 在宅地域支援施設手稲ゆうゆう 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6番5号

74 札真自動車学園 札幌市手稲区曙４条３丁目８番２３号

75 株式会社サッソン　ダスキン手稲曙支店 札幌市手稲区曙６条２丁目３番６号

76 株式会社札電工 札幌市手稲区稲穂2条5丁目9番17号

77 札幌市建設局土木部雪対策室車両管理事務所 札幌市手稲区曙５条５丁目２番１号

78 札幌市手稲区土木部 札幌市手稲区曙５条５丁目２－１

79 札幌市手稲区役所 札幌市手稲区前田１条１１丁目

80 札幌市農業協同組合手稲支店 札幌市手稲区前田１条１０丁目３番２０号

81 札幌創進株式会社 札幌市手稲区新発寒1条3丁目3－18

82 札幌市手稲消防署 札幌市手稲区手稲本町２条５丁目

83 札幌トヨタ自動車株式会社手稲店 札幌市手稲区富丘３条５丁目１番１号

84 札幌トヨタ自動車株式会社宮の沢店 札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目１番39号

85 札幌西タイヤセンター株式会社西支店 札幌市手稲区西宮の沢３条３丁目１－１

86 札幌日産自動車株式会社稲穂店 札幌市手稲区稲穂３条５丁目９番４５号



87 札幌日産自動車株式会社手稲店 札幌市手稲区手稲本町３条３丁目７番１号

88 札幌ワイヤリング株式会社 札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目２番20号

89 ㈱サニクリーン北海道西営業所 札幌市手稲区前田５条７丁目４番７号

90 株式会社さんすい 札幌市手稲区手稲前田560-2

91 山宗化学株式会社札幌支店 札幌市手稲区西宮の沢1条２－３－４５

92 サンワコムシスエンジニアリング株式会社北海道支店 札幌市手稲区手稲星置１８１－１

93 株式会社シールワーカーズ 札幌市手稲区稲穂2条3丁目7－13プラザ420B－202

94 社会福祉法人愛敬園北愛館 札幌市手稲区西宮の沢６条２丁目５－７

95 社会福祉法人アンビシャス 札幌市手稲区西宮の沢６条２丁目５－１２

96 社会福祉法人渓仁会介護老人福祉施設手稲つむぎの杜 札幌市手稲区前田２条10丁目１－７

97 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会手稲事業所 札幌市手稲区手稲本町２条２丁目１番１号村田ビル１Ｆ

98 社会福祉法人手稲ロータス会介護老人保健施設手稲あんじゅ 札幌市手稲区稲穂５条２丁目６番１号

99 社会福祉法人緑誠会老人デイサービスセンターホワイトキャッスル 札幌市手稲区西宮の沢１条４丁目１４番１０号

100 社団法人北海道総合在宅ケア事業団札幌手稲訪問看護ステーション 札幌市手稲区前田４条１０丁目２番８号タケシンスクエアビル３階

101 潤建設株式会社 札幌市手稲区富丘５条７丁目３番１７号

102 有限会社勝栄 札幌市手稲区前田9条15丁目4番7号

103 株式会社常口アトム手稲北口店 札幌市手稲区前田４条１１丁目１番２７号

104 株式会社常口アトム手稲店 札幌市手稲区手稲本町２条２丁目４番１６号

105 株式会社商店設計プランニングインセンテイブ 札幌市手稲区曙２条３丁目２番67号

106 株式会社白崎建具製作所 札幌市手稲区曙２条３丁目１番27号

107 株式会社新明和製作所 札幌市手稲区曙２条４丁目２番６４号

108 水ingＡＭ㈱札幌手稲山口駐在 札幌市手稲区手稲山口364番地　山口処理場内

109 スーパービバホーム手稲富丘店 札幌市手稲区富丘2条2丁目2番1号

110 株式会社鈴木工業 札幌市手稲区稲穂２条５丁目５番２０号

111 株式会社スズキ自販北海道手稲営業所 札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目１２番２５条

112 株式会社スペース・デザイン工業 札幌市手稲区稲穂４条５丁目６番１２号

113 株式会社スマイル 札幌市手稲区曙５条２丁目７－30あけぼのコートハウス１F

114 ㈱SUMiTAS札幌西店 札幌市手稲区新発寒５条４丁目１-１

115 住友ナコフォークリフト販売株式会社札幌営業所 札幌市手稲区新発寒５条１丁目５－28

116 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部手稲センター 札幌市手稲区曙２条４丁目１－２０

117 生活クラブ生活協同組合第１センター 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目３－１

118 綜合パッケージ株式会社 札幌市手稲区曙２条５丁目１番６０号

119 有限会社そでむらレッカー 札幌市手稲区稲穂４条４丁目18番18号

120 ＳＯＭＰＯケア札幌星置　居宅介護支援 札幌市手稲区星置１条４丁目２－２９

121 SOMPOケア札幌星置訪問介護 札幌市手稲区星置1条4丁目2－29

122 SOMPOケア札幌星置訪問看護 札幌市手稲区星置1条4丁目2番29号

123 大成建設㈱札幌支店北海道科学大学高等学校校舎新築他工事作業所 札幌市手稲区前田7条15丁目4－1

124 株式会社大東 札幌市手稲区富丘６条２丁目１番３０号

125 大同電設㈱札幌センター 札幌市手稲区西宮の沢1条2丁目1番1号

126 大日精化工業㈱東日本支社・北海道支店 札幌市手稲区曙２条４丁目１番７０号

127 株式会社大雄設備 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目３－３９

128 高崎建設株式会社星置トンネル作業所 札幌市手稲区手稲金山169－1

129 株式会社高橋電気設備工事 札幌市手稲区新発寒5条7丁目1－1

130 田原鉄筋工業株式会社 札幌市手稲区曙２条４丁目２番１号



131 タマホーム株式会社札幌支店 札幌市手稲区新発寒５条１丁目１－１

132 ㈱つうけんキャリア事業部モバイル部エンジニアリング部門 札幌市手稲区星置181番１号

133 ツクイ札幌稲穂営業所 札幌市手稲区稲穂3条4丁目5番37号

134 ＤＩＣグラフィックス(株)北海道支店 札幌市手稲区曙2条5丁目2番58号

135 ていね温泉ほのか 札幌市手稲区富丘2条3丁目2番1号

136 デリア食品株式会社 札幌市手稲区西宮の沢1条1丁目2番地1号

137 道央朝日販売株式会社 札幌市手稲区前田5条9丁目8番24号

138 有限会社トウオー技工 札幌市手稲区金山2条4丁目1番11号

139 東海建設工業株式会社 札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目１９番２９号

140 株式会社トゥルー 札幌市手稲区本町１条１丁目４－22コートグランディオス１階

141 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズこころ 札幌市手稲区曙５条２丁目７－３０－１０６

142 特別養護老人ホーム札幌市稲寿園 札幌市手稲区曙５条２丁目２－２１

143 特別養護老人ホームていね大空 札幌市手稲区曙１１条２丁目３番１０号

144 ドミノ・ピザ手稲前田店 札幌市手稲区前田3条10丁目2番21号

145 株式会社トムケン 札幌市手稲区前田９条１４丁目２番１３号

146 トヨタカローラ札幌株式会社手稲店 札幌市手稲区富丘３条５丁目６番１号

147 札幌トヨペット株式会社手稲店 札幌市手稲区富丘３条５丁目１番４０号

148 成田産業株式会社 札幌市手稲区曙２条４丁目２番５８号

149 株式会社二二商会 札幌市手稲区曙１条２丁目２番37号

150 株式会社NICHIJO 札幌市手稲区曙５条５丁目１番10号

151 株式会社日和住設 札幌市手稲区新発寒７条１丁目５－３

152 日産プリンス札幌販売株式会社手稲支店 札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目１１番１７号

153 株式会社日進製作所 札幌市手稲区山口435番地

154 日本ハムマーケティング株式会社 札幌市手稲区富丘２条２丁目１０番１号

155 日本食研株式会社札幌支店 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目４番１号

156 株式会社日本庭園 札幌市手稲区前田９条１１丁目５番３０号

157 日本マーキング株式会社 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目２番３０号

158 日本郵便株式会社手稲郵便局 札幌市手稲区前田７条11丁目１番１号

159 ネクステージ札幌手稲店 札幌市手稲区新発寒5条1丁目12番1号

160 ネッツトヨタ札幌㈱前田店 札幌市手稲区前田９条１１丁目７番４０号

161 ネッツトヨタ道都株式会社手稲店 札幌市手稲区富丘３条４丁目１番５号

162 有限会社羽鳥鉄筋工業 札幌市手稲区手稲前田487－2

163 株式会社Hamazakiカラダラボ手稲稲穂 札幌市手稲区稲穂2条4丁目13番地7

164 ピザハット手稲店 札幌市手稲区新発寒４条４丁目３番８号

165 株式会社ヒューマンウェイ手稲札幌アカデミー 札幌市手稲区前田１３条１０丁目１８番１５号

166 (株)ファーストマインドぴーかーぶ 札幌市手稲区手稲本町２条４丁目４－１藤昇ビル

167 フーズネットバンク株式会社 札幌市手稲区新発寒５条２丁目１０番２３号

168 福田実業株式会社 札幌市手稲区新発寒７条２丁目５番26号

169 株式会社富士薬品札幌西営業所 札幌市手稲区稲穂３条３丁目１番２８号

170 ㈱不動テトラ北海道支店 札幌市手稲区手稲山口699－4

171 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社西営業所 札幌市手稲区西宮の沢３条３丁目１番１号

172 株式会社フロンティア札幌営業所 札幌市手稲区曙２条４丁目３－６２

173 訪問介護ステーション エソラ 札幌市手稲区西宮の沢1条2丁目3－18

174 舗栄建設工業株式会社 札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目５番２５号



175 株式会社北裕コーポレーション 札幌市手稲区曙２条４丁目１番７０号

176 北雄ラッキー株式会社 札幌市手稲区星置１条２丁目１番１号

177 ㈱北洋銀行手稲中央支店 札幌市手稲区前田１条１１丁目１番２０号

178 株式会社北海道イエローハットイエローハット手稲ほしが丘店 札幌市手稲区星置3条1丁目2番20号

179 株式会社北海道機関誌印刷所 札幌市手稲区曙２条３丁目２番34号

180 北海道警察札幌方面手稲警察署 札幌市手稲区富丘１条４丁目３番１号

181 北海道警察本部交通部運転免許試験課 札幌市手稲区曙５条４丁目１番１号

182 北海道電気相互株式会社 札幌市手稲区前田10条11丁目１番10号

183 株式会社北海道物産興社 札幌市手稲区西宮の沢１条２丁目１番１５号

184 北海道マツダ販売株式会社発寒店 札幌市手稲区新発寒５条１丁目１－５０

185 北海道ラインファルト株式会社 札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目５番３０号

186 北海リースキン株式会社 札幌市手稲区稲穂２条２丁目３-１５

187 北海道マツダ販売株式会社手稲店 札幌市手稲区富丘２条３丁目１番１号

188 有限会社ホットステーション 札幌市手稲区稲穂３条２丁目４番２０号ぬくもり山荘

189 株式会社ホンダ四輪販売北海道手稲前田店 札幌市手稲区新発寒５条４丁目１番３号

190 株式会社ホンダ四輪販売北海道手稲宮の沢店 札幌市手稲区西宮の沢２条４丁目５番７号

191 株式会社ホンダ四輪販売北海道Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ西宮の沢 札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目１番１号

192 前田道路株式会社札幌営業所 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目３番20号

193 株式会社丸升増田本店西支店 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目４－３０

194 株式会社マック手稲支店 札幌市手稲区前田１条１２丁目１－２２　西通ＢＬＤ２０１

195 丸建道路株式会社札幌営業所 札幌市手稲区曙３条３丁目７番３０号

196 丸十商事株式会社 札幌市手稲区新発寒７条１丁目３番５号

197 ㈱丸太太兵衛小林製麺 札幌市手稲区曙2条3丁目1番46号

198 丸藤造園株式会社 札幌市手稲区新発寒４条５丁目６番８号

199 円山建設株式会社 札幌市手稲区曙９条１丁目１－１２

200 有限会社三矢 札幌市手稲区稲穂2条2丁目8－10

201 明治ミルクステーション手稲宅配センター 札幌市手稲区前田3条8丁目3番8号

202 有限会社山下組 札幌市手稲区前田10条12丁目3番26号

203 ヤマモト食販株式会社札幌営業所 札幌市手稲区曙５条４丁目２－１

204 ラインパック株式会社 札幌市手稲区新発寒5条1丁目7-24

205 株式会社楽和ケアセンター 札幌市手稲区曙５条３丁目20－18　１Ｆ

206 株式会社リ・フィールド 札幌市手稲区曙２条３丁目２－７５

207 リーフラス株式会社 札幌市手稲区新発寒５条３丁目１－２２１Ｆ

208 株式会社リポートサービス北海道 札幌市手稲区手稲区手稲山口584番地６

209 株式会社龍文堂 札幌市手稲区曙２条５丁目２番５４号

210 株式会社ロード技研 札幌市手稲区西宮の沢１条２丁目３番７号

211 株式会社one fy 札幌市手稲区西宮の沢4条5丁目3番3号


