
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アーキビジョン二十一 千歳市泉沢１００７番１６８

2 株式会社アートホーム千歳支店 千歳市みどり台北５丁目１番１号

3 株式会社ＩＨＩアグリテック 千歳市上長都１０６１番地２

4 アイグステック株式会社 千歳市梅ケ丘３丁目４番１９号

5 株式会社アウトソーシング千歳営業所 千歳市千代田町２－１５MARUABLDG１Ｆ

6 株式会社味の店第一製菓本店 千歳市花園１丁目１番２号

7 株式会社アスクゲートノース千歳店 千歳市朝日町２丁目１－２ＡＳＫＧＡＴＥＢＬＤ.３Ｆ

8 渥美工業株式会社恵庭工場 恵庭市北柏木町１丁目２６－５５

9 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 千歳市北栄２丁目２番１号

10 有限会社アプライス 千歳市根志越85番６号

11 阿部興業株式会社 千歳市中央９０１番地３

12 有限会社阿部製作所 恵庭市戸磯５９５番地３

13 株式会社アレフ外注業務内製化 恵庭市牧場２４１－２

14 株式会社イーシーアイ 千歳市寿３丁目１１番２０号

15 株式会社井坂商会 千歳市北信濃７７６番地１０

16 石上車輌株式会社恵庭工場 恵庭市下島松８０１－３

17 石狩東部広域水道企業団 恵庭市盤尻２６４番地の１

18 株式会社石狩モーターコンサルタント 千歳市北栄２丁目４番２号

19 ㈱石黒鋳物製作所札幌工場 恵庭市北柏木町3丁目51番

20 株式会社ヰセキ北海道　恵庭営業所 恵庭市北柏木町３丁目８３－２

21 株式会社いちたかガスワン千歳営業所 千歳市北信濃７８２番地３３

22 一般財団法人港湾空港総合技術センター北海道支部 千歳市柏台南１丁目３－１　千歳アルカディア・プラザ２００号

23 一般財団法人自然公園財団支笏湖支部 千歳市支笏湖温泉番外地

24 一般財団法人北海道電気保安協会千歳事業所 千歳市新富１丁目２４番１７号

25 一般社団法人千歳観光連盟 千歳市流通3丁目4-1

26 一般社団法人日本血液製剤機構千歳工場 千歳市泉沢１００７番３１

27 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団千歳訪問看護ステーション 千歳市北光２丁目１番１号市立千歳市民病院内

28 有限会社伊藤建設工業 千歳市豊里2丁目10番4号

29 有限会社伊藤産業 千歳市北陽３丁目８－１９

30 有限会社いまむら 千歳市清水町３丁目１９－１

31 医療法人資生会千歳病院 千歳市桂木１丁目５番６

32 医療法人社団いずみ会北星病院 千歳市清流５丁目１番１号

33 医療法人社団恵庭南病院 恵庭市住吉町２丁目４番１４号

34 医療法人社団慶心会介護付有料老人ホームラ・デュース恵み野 恵庭市恵み野西5丁目3－1

35 医療法人社団豊友会千歳豊友会病院 千歳市富丘1丁目618－6

36 医療法人北晨会介護老人保健施設恵み野ケアサポート 恵庭市恵み野西２丁目３番地４

37 医療法人北晨会　恵み野病院 恵庭市恵み野西２丁目３－５

38 医療法人北海道家庭医療学センター向陽台ファミリークリニック 千歳市柏陽4丁目3番5

39 医療法人盟侑会 恵庭市西島松５７０番地

40 岩田醸造株式会社千歳工場 千歳市上長都１１３０番地１３

41 イワタニセントラル北海道株式会社札幌東支店恵庭営業所 恵庭市和光町１丁目８番２３号

42 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社恵庭事務所 恵庭市京町85番地２第２庁舎１階

＜千歳警察署＞



43 株式会社上田商会千歳工場 千歳市上長都１１３０番地１２

44 有限会社ウェルドーミ恵庭 恵庭市中島町２丁目７番地７

45 株式会社エア・ウォーター農園 千歳市釜加７９－１

46 エア・ウォーター北海道株式会社恵庭サービスセンター 恵庭市柏陽町３丁目２８番５号

47 株式会社　ＡＩＲＤＯ 千歳市美々新千歳空港内３階

48 ㈱エアロテクノサービス 千歳市千代田町６丁目７番地

49 栄光造園株式会社 千歳市桂木２丁目７番１０号

50 ＡＧＣ硝子建材株式会社北海道支社 恵庭市白樺町4丁目2番1号

51 栄和鋼業株式会社千歳支店 千歳市上長都1119－10

52 ＡＮＡ新千歳空港株式会社 千歳市美々新千歳空港内

53 ＡＷファーム千歳株式会社 千歳市中央１１１４番地１３

54 恵光産業株式会社 恵庭市和光町１丁目８番２３号

55 エスティイー㈱千歳支店 千歳市錦町1丁目18－2

56 恵庭開発株式会社 恵庭市盤尻５３番地２

57 恵庭環境保全事業協同組合 恵庭市戸磯７６番地２７

58 恵庭建設株式会社 恵庭市泉町２６番地

59 恵庭市車両センター 恵庭市中央４２３番地１

60 恵庭市消防本部 恵庭市有明町２丁目４番１４号

61 株式会社　恵庭自動車学校 恵庭市黄金北２－１－３

62 恵庭市役所 恵庭市京町１番地

63 恵庭まちづくり協同組合 恵庭市黄金南１－３１３－５

64 株式会社恵庭モータース 恵庭市柏陽町３丁目１番９号

65 株式会社恵庭緑化 恵庭市和光町5丁目6番1号

66 エニワ林工株式会社 恵庭市駒場町１丁目８番２号

67 株式会社エヌ・ケーエンジニアリング 千歳市北信濃７７０番９

68 ㈱ＥＮＥＯＳスカイサービス 千歳市美々新千歳空港ターミナルビル１Ｆ

69 株式会社エネサンス北海道道央支店 千歳市北信濃７７６番地３

70 ＭＳ北海道株式会社千歳支店 千歳市里美２－２－４

71 エム・エス・ケー農業機械株式会社 恵庭市戸磯193番地8

72 株式会社園建 恵庭市駒場町１丁目３番２号

73 株式会社エンパイアー千歳支店 千歳市上長都１０５０番地１

74 エンパイヤ自動車㈱札幌第二営業部 恵庭市戸磯536－14

75 株式会社生杉建設 千歳市富士４丁目３番２２号

76 株式会社オイルターミナル 千歳市豊里２丁目１０番３号

77 株式会社大淵造園土木 千歳市末広７丁目１番１４号

78 おおやファーム株式会社 千歳市駒里2297

79 株式会社　小笠原商店 千歳市朝日町８丁目１２０６

80 株式会社岡田建具製作所 恵庭市黄金南１丁目３１３番地の４０

81 尾崎設備工業株式会社 恵庭市駒場町6丁目1番３号

82 株式会社オフィスジンノ 千歳市柏台１４６３番地１

83 オリックス自動車株式会社オリックスレンタカー新千歳空港店 千歳市美々７５８番地１７１

84 株式会社カーポイントビックスズキレンタカー北海道 千歳市流通２丁目３－１４

85 介護老人保健施設北星館 千歳市清流５丁目１番１号

86 柏学園かしわ幼稚園 恵庭市柏陽町３丁目１４番地



87 学校法人アソカ学園島松幼稚園 恵庭市南島松２７番地

88 学校法人高陽学園クラーク幼稚園 恵庭市住吉町３丁目９－１

89 学校法人三溝学園認定こども園北陽幼稚園第２北陽保育園 千歳市北陽８丁目２番８号

90 学校法人千歳青葉学園青葉幼稚園 千歳市青葉５丁目１３番７号

91 学校法人千歳栄光学園千歳幼稚園 千歳市清水町４丁目２５番地

92 学校法人千歳学園 千歳市富丘４丁目１３番２０号

93 学校法人つくし学園千歳つくし幼稚園 千歳市高台２丁目３番１１号

94 学校法人鶴岡学園 恵庭市黄金中央5丁目196番地の１

95 学校法人西越学園くるみ幼稚園 千歳市幸福１丁目８４７番地

96 学校法人富士学園第２わかば幼稚園 千歳市勇舞１丁目４番１号

97 学校法人リズム学園恵庭幼稚園 恵庭市大町４丁目１番１１号

98 ㈱カナモト千歳営業所 千歳市上長都１１１７－７

99 株式会社カネショー千歳工場 千歳市泉沢1007－194

100 北東電気株式会社 千歳市旭ヶ丘２丁目１番５号

101 嘉屋興業株式会社 恵庭市白樺町１丁目１８番５

102 川上左官工業株式会社 恵庭市柏木町2丁目8番10号

103 株式会社関電工北海道支店千歳営業所 千歳市柏台南１丁目３番１　千歳アルカディア・プラザ３階

104 ㈱かんぽ生命保険札幌支店千歳郵便局かんぽサービス部 千歳市千代田7－101－20

105 株式会社キクザワ 恵庭市黄金中央２丁目３番地

106 北ガスサービス㈱カスタマーセンター千歳 千歳市清水町1丁目1－1

107 北ガスジェネックス株式会社恵庭営業所 恵庭市恵み野西３丁目１番３号

108 北ガスフレアスト株式会社フレアスト千歳 千歳市清水町１丁目１－１北海道ガス(株)千歳支店内２階

109 株式会社北のアトリエ 千歳市泉沢１００７番地８４

110 株式会社キムラリース恵庭営業所 恵庭市戸磯２０１番地２２

111 株式会社キャスト 千歳市美々987番地の76

112 休暇村支笏湖 千歳市支笏湖温泉

113 株式会社協栄土建 千歳市旭ケ丘１丁目４番７号

114 協業組合カンセイ 千歳市流通１丁目３番地の６

115 株式会社共進ダクト工業 千歳市旭ケ丘３丁目１０番１号

116 共同配管工業株式会社 千歳市上長都１１６０番地３８

117 郷土建設株式会社 恵庭市有明町２丁目６番９号

118 金田一建設株式会社 千歳市千代田町５丁目１番８

119 株式会社茎津綜業 千歳市上長都１０３９番地２４

120 株式会社久保組 恵庭市島松東町4丁目10番11号

121 株式会社熊谷造園 千歳市東郊２丁目９番５号

122 グランドサポート株式会社札幌出張所 千歳市支笏湖温泉水の謌様内

123 株式会社クリーン開発 千歳市流通１丁目４番７号

124 クリタ北海道(株)千歳営業所 千歳市末広６－４－４

125 グレート札幌カントリー倶楽部 千歳市泉郷８４５番地１

126 クレトイシ株式会社 恵庭市戸磯193－13

127 株式会社ケイシイシイ 千歳市泉沢1007番地90

128 株式会社けいしん水道設備 恵庭市北柏木町３丁目１６９番地３

129 株式会社恵千フーズ 千歳市長都958

130 建旺興業株式会社 恵庭市駒場町6丁目2番15号



131 公益社団法人恵庭市シルバー人材センター 恵庭市桜町３丁目８番１８号

132 公益財団法人道央農業振興公社千歳市営牧場 千歳市駒里１０３２番地の１

133 公益社団法人千歳市シルバー人材センター 千歳市本町３丁目１１番地

134 航空自衛隊千歳基地 千歳市平和防衛庁所有無番地

135 株式会社光生舎恵庭営業所 恵庭市島松東町４丁目１３－１

136 合同会社どさんこエナジーニシムラファミリー事業部 千歳市新富2丁目4－1

137 合同容器株式会社札幌事業部 恵庭市北柏木町３丁目３９番

138 公立大学法人公立千歳科学技術大学 千歳市美々７５８番地６５

139 株式会社弘和建設工業 千歳市北栄１丁目３０番４号

140 コープさっぽろ宅配事業本部千歳センター 千歳市上長都３番地１

141 株式会社コーンズ・エージー 恵庭市北柏木町３丁目１０４番地１

142 国土交通省東京航空局新千歳空港事務所 千歳市美々新千歳空港内

143 ㈱国分商会北海道支店 千歳市上長都1034番地9

144 株式会社後藤田組 千歳市千代田町１丁目９番地

145 株式会社小林舞台システム 恵庭市戸磯７６番地２６

146 有限会社駒里サルベージ 千歳市駒里９４６番地２３

147 五暢建設株式会社 恵庭市下島松７８９番地

148 近藤電設工業株式会社 千歳市北斗６丁目１番２２号

149 今野工業株式会社 千歳市北陽５丁目４－３

150 ㈱ザイマックスカレス北海道 千歳市上長都4番3号

151 坂口水道設備株式会社 恵庭市漁町１０７番地

152 札幌アポロ株式会社恵庭営業所 恵庭市住吉町１丁目８番５号

153 株式会社札幌エルムカントリークラブ 恵庭市島松沢５５番地

154 札幌開発建設部千歳川河川事務所 千歳市住吉１丁目１番１号

155 札幌開発建設部千歳道路事務所 千歳市北斗６丁目１３番３号

156 ㈱サッポロ精器千歳工場 千歳市上長都1035－1

157 札幌トヨタ自動車㈱千歳店 千歳市本町２丁目１番地

158 札幌トヨタ自動車株式会社恵庭店 恵庭市住吉町１丁目４番１号

159 札幌トヨペット株式会社恵庭店 恵庭市和光町１丁目１番１号

160 札幌トヨペット株式会社千歳店 千歳市青葉１丁目１１番３号

161 札幌日産自動車株式会社千歳北店 千歳市富士１丁目１番２号

162 札幌日産自動車株式会社千歳南店 千歳市信濃１丁目６番１号

163 札幌バルナバフーズ株式会社 千歳市柏台南１丁目１番地９号

164 サッポロビール㈱北海道工場 恵庭市戸磯542番1

165 ㈱札幌ビケ足場千歳営業所 千歳市流通1丁目4－2

166 佐藤水産鮨株式会社 千歳市泉沢１００７－１０９

167 佐藤木材工業株式会社恵庭工場 恵庭市戸磯407番地１

168 株式会社サニクリーン北海道千歳営業所 千歳市北信濃７７６番地１１

169 株式会社ザ・パーキング 千歳市柏台1463番１

170 株式会社サルド 恵庭市緑町1丁目5番3号

171 株式会社三英社製作所北海道製造本部 恵庭市戸磯５７３番地１４

172 株式会社サン・ガーデン 恵庭市西島松561-4

173 有限会社三恵建設工業 恵庭市牧場４０１番地

174 サン石油株式会社 千歳市旭ケ丘１丁目４番１５号



175 株式会社山東建設 恵庭市黄金南1丁目26番地

176 山フ・フジ商工株式会社 千歳市北斗４丁目１番２６号

177 有限会社山友 千歳市北栄2丁目22－2

178 株式会社三友石油 千歳市花園５丁目３番２号

179 三陽通建株式会社 千歳市上長都１０３９番地

180 株式会社三陵技建 千歳市寿３丁目９番１８号

181 自衛隊札幌地方協力本部恵庭地域事務所 恵庭市住吉町２丁目３番２１号ＨＴＡビル３Ｆ

182 自衛隊札幌地方協力本部　千歳・恵庭地域援護センター 千歳市北信濃７２４番地

183 株式会社JR北海道ソリューションズ新千歳空港営業所 千歳市柏台南2丁目2－4

184 ジケイ・スペース株式会社 恵庭市恵み野西２丁目２-11

185 株式会社島田工業 恵庭市戸磯５３６番地１１

186 島松自動車工業株式会社 恵庭市島松寿町１丁目５番地の１３

187 社会医療法人恵和会恵庭第一病院 恵庭市福住町１丁目６番６

188 社会医療法人社団三草会千歳桂病院 千歳市蘭越９７番地の２

189 社会福祉法人いちはつの会千歳ふくろうの森 千歳市大和４丁目２－４

190 社会福祉法人恵望会 恵庭市柏木町４２９番地６

191 社会福祉法人こどもの杜 恵庭市桜町３丁目９－１

192 社会福祉法人千歳いずみ学園 千歳市泉郷４０３番地９

193 社会福祉法人千歳市社会福祉協議会 千歳市東雲町１丁目１１番地

194 社会福祉法人千歳福祉会特別養護老人ホームやまとの里 千歳市大和４丁目２番１号

195 社会福祉法人恵庭市社会福祉協議会 恵庭市末広町１２４番地

196 社台ファーム 千歳市東丘１２８８番地１４０

197 シャムロック興業株式会社 千歳市柏台１３９０番地３

198 株式会社ＪＡＬグランドサービス札幌 千歳市美々新千歳空港内

199 重環オペレーション株式会社 千歳市清流１丁目１－１７　千歳市浄化センター内

200 株式会社常口アトム恵庭店 恵庭市栄恵町８３番地１

201 株式会社常口アトム千歳・恵庭管理センター 千歳市栄町７丁目１２３７番地３

202 株式会社常口アトム千歳支店 千歳市栄町７丁目１２３７番地３

203 正和建設株式会社 千歳市住吉１丁目４番１１号

204 新栄工業株式会社 千歳市北信濃７７０番９

205 新生飼料株式会社千歳営業所 千歳市上長都1041－8

206 株式会社新世美建 千歳市住吉５丁目５番１６号

207 新千歳カントリークラブ 千歳市協和１３９２番地

208 新千歳空港事業所新千歳空港Ａ・Ｃ駐車場 千歳市美々新千歳空港内

209 株式会社神出設計事務所 千歳市花園２丁目１－５

210 株式会社信和警備保障 千歳市清流３丁目２番１号

211 スカイマーク株式会社千歳空港支店 千歳市美々 新千歳空港内

212 菅原興業株式会社 千歳市上長都１－３

213 株式会社スズキ自販北海道千歳営業所 千歳市富士２丁目１０番６号

214 株式会社スターロードシステム北海道支店 千歳市千代田町５丁目１番地３アセットプランニング千歳ビル１Ｆ

215 株式会社砂田興産 恵庭市島松東町１丁目２番１号

216 株式会社スパル建設 恵庭市柏木町２－２－４４

217 住まいの戸田株式会社 千歳市千代田町５丁目５番地１

218 住商アグリビジネス㈱千歳支店 千歳市上長都１１９０番地１



219 株式会社駿河 千歳市千代田町６丁目７番地

220 セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社 千歳市蘭越２６番地

221 株式会社積水化成品北海道 千歳市北信濃７７９番地の３

222 セコム株式会社千歳営業所 千歳市信濃３丁目１８－２０

223 株式会社セノン千歳支社 千歳市柏台南１丁目３－１千歳アルカディア・プラザ２Ｆ

224 ｾﾝﾄﾗﾙﾘｰｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ株式会社新千歳空港内事務所 千歳市美々９８７番地２２

225 綜合警備保障株式会社千歳営業所 千歳市千代田町６－２０第１２ふじやビル３階

226 空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所 千歳市桂木６丁目１番２８号

227 ＳＯＭＰＯケア株式会社ＳＯＭＰＯケア千歳 千歳市北陽１－１３－１７溝ビルＸ２００１Ｂ１Ｆ

228 第一生命保険千歳第一オフィス 千歳市千代田町4－14　千歳第一ビルディング5階

229 大東建託パートナーズ株式会社千歳営業所 千歳市北陽１－１６－１　溝ビルⅦ２０００-１階

230 株式会社ダイナックス 千歳市上長都１０５３番地１

231 大丸株式会社カミノ 千歳市新富３丁目３番２４号

232 タイムズモビリティ株式会社新千歳空港店 千歳市柏台南２丁目１番４号

233 太陽モーター株式会社 恵庭市島松寿町２丁目９番地の３

234 ダイワ整備機工株式会社恵庭工場 恵庭市戸磯５７３番２２

235 株式会社髙橋管機工業 千歳市本町２丁目６番地

236 有限会社田岸建設 千歳市末広５丁目１－１１

237 株式会社　拓恵 恵庭市黄金南１丁目３１３－４１

238 有限会社竹内建設 千歳市住吉４丁目８番１９号

239 株式会社ダスキン五稜千歳支店 千歳市みどり台北１丁目４－８

240 株式会社ダスキンサーヴ北海道ダスキン豊里支店 千歳市豊里２丁目１番６号

241 株式会社タスク　千歳第一ホテル 千歳市幸町４丁目２５番地の１

242 田中製餡㈱北海道工場 千歳市泉沢１００７番地２３

243 田辺商事㈱千歳営業所 千歳市流通１丁目２－６

244 株式会社DOVE 千歳市弥生3丁目15番6号

245 株式会社玉川組 恵庭市相生町４丁目６番３０号

246 株式会社丹波組 千歳市本町１丁目１４番地

247 ㈱丹波屋道央支店 恵庭市戸磯347番9

248 ダンロップタイヤ北海道株式会社千歳営業所 千歳市東郊1丁目3番14

249 株式会社千恵公益社 千歳市本町２丁目３１番地

250 地崎道路株式会社千歳営業所 千歳市清流２丁目３番５号

251 千歳印刷株式会社 千歳市錦町３丁目３番地

252 千歳エアポートホテル 千歳市千代田町６丁目１番地

253 千歳空港モーターサービス㈱ 千歳市美々新千歳空港内

254 株式会社千歳建商 千歳市信濃１丁目６番６号

255 千歳建設株式会社 千歳市流通１丁目３番地の１

256 千歳市環境整備事業協同組合 千歳市上長都１０５７番地７

257 千歳市環境センター 千歳市美々７５８番地５４

258 千歳市管工事業協同組合 千歳市上長都２番地２２

259 千歳市消防本部 千歳市東雲町４丁目１－７

260 千歳市森林組合 千歳市稲穂１丁目８番８号

261 千歳市水道局 千歳市東雲町３丁目２番地５

262 千歳シティホール 千歳市北信濃871番地



263 千歳自動車運輸株式会社 千歳市流通1丁目3番地20

264 千歳自動車総業株式会社千歳自動車学校 千歳市真々地２丁目５番２号

265 千歳市役所 千歳市東雲町２丁目３４番地

266 株式会社千歳水道設備 千歳市朝日町５丁目２６番

267 千歳ニッツウサービス株式会社 千歳市住吉２丁目１番６号

268 株式会社チャンピオンズファーム中期育成牧場 千歳市駒里2246-9

269 株式会社中央造園 千歳市朝日町４丁目２５番地

270 中和建設株式会社 千歳市清流１丁目２番６－１号

271 坪田農機販売株式会社 恵庭市島松仲野1丁目11番6号

272 鶴雅観光開発株式会社しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌 千歳市支笏湖温泉番外地

273 デラバル株式会社札幌営業所 千歳市上長都1117－２

274 有限会社ティー・アンド・エム・ツー 恵庭市緑町1丁目5番3号

275 ＤＣＭ株式会社恵庭商品物流センター 恵庭市北柏木町５丁目３－１

276 テーエス測量設計株式会社恵庭営業所 恵庭市相生町２４５番地

277 株式会社電材重機千歳支店 千歳市流通１丁目３番地21

278 株式会社デンソー北海道 千歳市泉沢１００７－１９５

279 株式会社道央環境センター 恵庭市本町２７番地

280 株式会社道央道路工業 恵庭市相生町２３１番地

281 道央農業協同組合恵庭支所 恵庭市島松仲町２丁目１０番１号

282 道央農業協同組合千歳支所 千歳市高台５丁目１番１５号

283 道央農業協同組合本所 恵庭市島松仲町２丁目１０番１号

284 道央養鶏農業協同組合 千歳市駒里２２９２番地

285 株式会社東海重建 千歳市千代田町５丁目１番８

286 東京美装北海道株式会社千歳支店 千歳市美々新千歳空港内ターミナルアネックスビル

287 東綱商事㈱恵庭営業所 恵庭市戸磯３４５－７

288 東芝インフラシステムズ株式会社 恵庭市盤尻２６４－１

289 東芝電材マーケティング㈱千歳営業所 千歳市青葉6丁目17-16

290 ㈱ドウデン札幌支店千歳メンテナンスセンター 千歳市栄町７丁目２２－４

291 東洋製罐株式会社千歳工場 千歳市北信濃８５７番地

292 トーエイ株式会社 恵庭市島松寿町1丁目16番地2

293 株式会社トーチク千歳農場 千歳市駒里２２６９番地

294 富樫電気工事株式会社 千歳市東雲町５丁目５７番地

295 特定医療法人修道会本田記念病院 恵庭市下島松６１９番地１

296 戸田建設㈱道央自動車道ママチ川床板取替工事 恵庭市北柏木町３丁目108㈱システムハウスR＆C２F

297 苫小牧埠頭株式会社　港運事業部千歳支店 千歳市北信濃849番地８

298 株式会社巴商会千歳営業所 千歳市泉沢１００７－３４

299 トヨタL&F札幌㈱恵庭支店 恵庭市戸磯２０１番地１６

300 トヨタカローラ札幌㈱ジョイック恵庭 恵庭市柏陽町3丁目194番地163

301 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック千歳 千歳市上長都９６３番地２

302 ㈱トヨタユーゼックTAA北海道会場 千歳市泉沢１００７番１９０

303 株式会社ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ札幌新千歳空港ポプラ店 千歳市美々７５８番地１３７

304 ㈱トヨタレンタリース新札幌新千歳空港すずらん店 千歳市美々７５８番１３４

305 株式会社豊原電気商会 恵庭市島松仲町２丁目１４番１０号

306 トラスト・セキュリティ株式会社 恵庭市戸磯619番地の2



307 ㈱トラベルレンタカー新千歳空港店 千歳市美々758－212

308 株式会社トランシス 千歳市泉沢１００７番地１８４

309 とんでん株式会社恵庭工場 恵庭市戸磯６１６番地２

310 有限会社ナイスケア 千歳市北斗４丁目１４番４号

311 株式会社長崎工業 千歳市上長都２番地１１

312 中村三商株式会社 千歳市末広５丁目１０番１６号

313 伸盛電気工事株式会社 千歳市青葉町３丁目１４番３０号

314 中山建設株式会社 千歳市豊里２丁目１４番３号

315 ㈱ナスタ千歳工場 千歳市上長都944

316 株式会社ニチイ学館ニチイケアセンター恵庭こがね 恵庭市黄金中央2丁目5-8

317 ニチイケアセンター千歳 千歳市千代田町５丁目１－３　アセットプランニングビル１階

318 日栄興業株式会社 恵庭市戸磯７６番地１８

319 日栄重工株式会社 恵庭市黄金南１丁目３１３番地の１６

320 日栄電機株式会社 恵庭市和光町1丁目８－23恵光ﾋﾞﾙ2階

321 日重建設株式会社 恵庭市駒場町６丁目１番３号

322 ニチレキ株式会社北海道支店 恵庭市北柏木町３丁目３４番地

323 (株)日産カーレンタルソリューション日産レンタカー新千歳空港 千歳市柏台南２丁目２番５号

324 日産プリンス札幌販売株式会社恵庭支店 恵庭市恵央町１１番１

325 日産プリンス札幌販売株式会社千歳支店 千歳市富士４丁目１８番３号

326 有限会社日勝建設工業 千歳市清流２丁目３－９

327 日千工業株式会社 千歳市東郊２丁目２番２０号

328 ニッポンレンタカー北海道株式会社新千歳空港営業所 千歳市美々７５８番地１３６

329 株式会社日本管財環境サービス千歳事業所 千歳市美々758－53　千歳市環境センター内

330 日本管財サービス株式会社 千歳市青葉８丁目３番１号

331 日本航空大学校北海道 千歳市泉沢１００７番地の９５

332 日本ニューホランド株式会社札幌営業所 恵庭市北柏木町４丁目２番地２

333 日本郵便株式会社恵庭郵便局 恵庭市住吉町２丁目５－１２

334 日本郵便株式会社千歳郵便局 千歳市千代田町７丁目１０１－２０

335 ネッツトヨタ札幌株式会社恵庭店 恵庭市柏木町４－１－１

336 ネッツトヨタ札幌㈱プラザちとせ 千歳市朝日町８丁目１２０６－１０８

337 ネッツトヨタ道都㈱千歳店 千歳市信濃１丁目７１６番地７０

338 株式会社ノース・スター・トラベル 千歳市千代田町５丁目５番地１

339 株式会社ノースダイヤル 恵庭市有明町６丁目２番１３

340 有限会社野田容器 恵庭市戸磯７６番地２３

341 野村電気株式会社 恵庭市戸磯７６－６

342 株式会社ハイテックシステム 恵庭市戸磯７６番地２２

343 株式会社白生舎 千歳市北信濃７７６番地１１

344 有限会社橋本燃料店 千歳市幸町３丁目６番地

345 株式会社ハチロ物産恵庭支店 恵庭市住吉町２丁目２番２１号

346 株式会社浜組土木 千歳市真々地１丁目１１番３

347 株式会社HAL GREEN 恵庭市戸磯193番地6

348 株式会社パワー・ステーション恵庭店 恵庭市住吉町1丁目1番5号

349 株式会社パワー・ステーション千歳店 千歳市千代田町4丁目14-1

350 株式会社ビーバー 千歳市花園３丁目７番２２号



351 有限会社日崎ブロック建設 恵庭市福住町１丁目１０番７

352 日立建機日本株式会社千歳営業所 千歳市上長都１０３９－３０

353 有限会社ピュアカクサダ 千歳市朝日町５丁目１－１

354 株式会社ヒロトミ建設 千歳市みどり台北１丁目４－６

355 株式会社フアスト・フード・サービスピザハット千歳店 千歳市末広５丁目１０番１４－２号

356 福田金属工業株式会社 恵庭市駒場町１丁目６－４

357 株式会社フジプラ 千歳市高台４丁目４番１７号

358 ㈱富士薬品千歳営業所 千歳市北陽３－２－１３

359 不動木材株式会社恵庭支店 恵庭市住吉町4丁目4番5号

360 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社北海道カンパニー千歳営業所 千歳市富士２丁目７８４番地

361 ブリヂストンＢＲＭ株式会社千歳事業所 千歳市上長都１０４４番地の１

362 フルサト工業株式会社千歳事業所 千歳市泉沢１００７－１８８

363 古谷コンクリート工業株式会社 千歳市柏台１４６３番地２８９

364 防衛装備庁千歳試験場 千歳市駒里１０３２

365 北榮興業株式会社恵庭工場 恵庭市北柏木町３丁目４番地

366 株式会社北央建設 千歳市都６３０－３０

367 株式会社北央商事 恵庭市緑町２丁目３番４号

368 北央信用組合恵庭支店 恵庭市末広町８１番地

369 北央信用組合千歳支店 千歳市幸町2丁目15番地

370 北央三菱自動車販売株式会社 千歳市上長都９６３番地の４

371 北進自動車販売株式会社 恵庭市住吉町１丁目８番１１号

372 ホクセイ商事株式会社 千歳市北斗６丁目６番１３号

373 有限会社ほくとう興農 千歳市末広８丁目４番地６

374 北燃商事株式会社恵庭センター 恵庭市戸磯３４５番地-3

375 北燃商事株式会社末広営業所 恵庭市末広町３４５番地４

376 株式会社ほくやく恵庭支店 恵庭市戸磯３４７番地８

377 株式会社北洋銀行恵庭中央支店 恵庭市漁町１７番地

378 ㈱北洋銀行千歳中央支店 千歳市千代田町３丁目１１番地

379 北陽自動車工業株式会社 千歳市新富３丁目２番６号

380 北世建設株式会社 千歳市上長都１０５７番地４

381 株式会社ホクリヨウ千歳農場 千歳市駒里2208番地

382 株式会社ホクリヨウ千歳ＧＰ工場 千歳市駒里2208番地

383 ホシザキ北海道株式会社千歳営業所 千歳市勇舞7丁目5番10号

384 北海少年院 千歳市大和４丁目７４６番地の１０

385 北海電気工事株式会社札幌支店技術グループ千歳技術センター 千歳市北栄２丁目２－２０

386 北海道石狩振興局産業振興部石狩農業改良普及センター 恵庭市西島松１２０番地１３

387 北海道いすゞ自動車株式会社恵庭支店 恵庭市戸磯６２番地１

388 エア・ウォーター北海道㈱千歳営業所 千歳市信濃３丁目１８番１７号

389 北海道エアポート㈱新千歳空港事業所 千歳市美々987番地22

390 北海道エア・ウォーター・アグリ㈱道央事務所 千歳市中央1114番地13

391 北海道衛生工業株式会社恵庭処理場 恵庭市北柏木町３丁目１９４番地

392 北海道オリオン株式会社札幌営業所 千歳市上長都1051番16号

393 北海道ガス株式会社千歳支店 千歳市清水町１丁目１番地１

394 ㈱北海道銀行恵庭支店 恵庭市泉町１番地



395 株式会社北海道銀行千歳支店 千歳市千代田町７丁目１７８９番３　千歳ステーションプラザ１Ｆ

396 ㈱北海道クボタ恵庭営業所 恵庭市戸磯３４５番地１２

397 北海道警察札幌方面千歳警察署 千歳市東雲町５丁目６１番地

398 北海道建設サービス株式会社 千歳市上長都１１６０番３６

399 株式会社北海道シーアイシー研究所 千歳市泉沢１００７番地６９

400 株式会社北海道シルバーサービス千歳支店 千歳市泉沢１００７－２０７

401 北海道スバル㈱新千歳PDI 千歳市北信濃782番2

402 北海道スバル株式会社新千歳店 千歳市北信濃７８２番２

403 北海道総合在宅ケア事業団恵庭訪問看護ステーション 恵庭市恵み野北３丁目１番１　恵庭ＲＢパークセンタービル２Ｆ

404 北海道千歳ハム株式会社 千歳市上長都３番地５

405 北海道千歳保健所 千歳市東雲町４丁目２番地

406 北海道千歳リハビリテーション大学 千歳市里美2丁目10番

407 北海道電力ネットワーク株式会社千歳ネットワークセンター 千歳市北栄２丁目２番２０号

408 北海道日興電気通信株式会社 千歳市泉沢１００７番地１３２

409 北海道日産自動車株式会社千歳店 千歳市北信濃７７９番地２

410 北海道農業共済組合みなみ統括センター石狩支所石狩南部診療所 千歳市清流７丁目４番１号

411 北海道ハイテクノロジー専門学校 恵庭市恵み野北２丁目１２番１

412 北海道日野自動車株式会社千歳支店 千歳市上長都１０３９番地４７

413 北海道文教大学付属高等学校 恵庭市黄金中央5丁目207番11

414 北海道マツダ販売株式会社千歳店 千歳市上長都１０３９番地３１

415 北海道森紙業株式会社札幌事業所 千歳市上長都９４７番２

416 北海道立総合研究機構水産研究本部さけます・内水面水産試験場 恵庭市北柏木町３丁目３７３番地

417 北海道旅客鉄道株式会社札幌保線所島松保線管理室 恵庭市島松寿町１丁目７番地

418 北海道旅客鉄道株式会社苫小牧電気所千歳派出所 千歳市栄町７丁目２２－４

419 北海道労働金庫千歳支店 千歳市東雲町２－２５－３

420 株式会社北海道ワーク 千歳市住吉３丁目４番１２号

421 北興自動車工業株式会社 千歳市上長都１番地５

422 ホテルグランテラス千歳 千歳市本町４丁目４番地４

423 株式会社ホテルニュー王子機内食事業部 千歳市美々新千歳空港ケータリングビル

424 ホテルルートイン千歳駅前 千歳市千代田町５丁目３－１

425 株式会社堀川北海道事業部 恵庭市北柏木町３丁目８９番地

426 ホンダ恵庭販売株式会社 恵庭市柏陽町３丁目２番地５

427 株式会社ホンダカーズ札幌中央　恵庭店 恵庭市恵み野里美１丁目１－２

428 株式会社ホンダカーズ札幌中央千歳店 千歳市新富３丁目２番２号

429 本多技建工業株式会社 恵庭市有明町１丁目３番１号

430 株式会社ホンダユーテック北海道会場 千歳市泉沢１００７－２４５

431 株式会社ホンダレンタリース札幌千歳店 千歳市真々地４丁目１１－１

432 舞鶴設備工業株式会社 千歳市上長都１０３９番地８

433 株式会社マグナクルー 千歳市東雲町1丁目9番地6

434 株式会社松尾興匠 恵庭市北柏木町３丁目１５５番地

435 株式会社松島組 恵庭市大町４丁目５番６号

436 株式会社マテック千歳支店 千歳市上長都１１３０番地１６

437 有限会社マルイケ生杉共電 千歳市青葉２丁目５番７号

438 有限会社丸吉茅野商店 千歳市東雲町５丁目１５番地



439 丸駒温泉株式会社 千歳市幌美内７番地

440 株式会社マルベリーさわやかセンター恵庭 恵庭市柏陽町３丁目１３番３号

441 三浦工業株式会社千歳支店 千歳市勇舞６丁目６番４号

442 ミサワホーム北海道株式会社千歳恵庭営業オフィス 恵庭市恵み野西１丁目８番２号

443 三井建機工業株式会社 千歳市清流１丁目３－１２

444 三井住友海上火災保険株式会社北海道支店千歳支社 千歳市千代田町６－１８第１７ふじやビル２階

445 三井住友建設(株)東千歳作業所 千歳市祝梅１０１６

446 三菱農機販売株式会社北海道支社 千歳市上長都１０４６番地

447 三菱ふそうトラック・バス株式会社千歳サービスセンター 千歳市上長都１０４５番地４

448 ミツミ電機株式会社千歳事業所 千歳市泉沢１００７番地３９

449 南北海道三菱自動車販売株式会社千歳店 千歳市信濃４丁目１７番３号

450 株式会社源架設 千歳市都630－1

451 株式会社宮崎組 恵庭市上山口31番地

452 株式会社ムトウ千歳支店 千歳市泉沢１００７番１４９

453 株式会社村上組 千歳市春日町２丁目７番１号

454 明治ミルクステーション恵庭宅配センター 恵庭市黄金中央4丁目11－20

455 株式会社明成 千歳市あずさ５丁目19番８号

456 株式会社メデック千歳営業所 千歳市流通２丁目２番１０号

457 株式会社メビウス 千歳市泉沢１００７番地１７２

458 株式会社メモリアルむらもと 恵庭市柏木町３丁目３－１６

459 株式会社モロオ恵庭営業所 恵庭市戸磯３４７番４

460 株式会社やまぐち食品 恵庭市戸磯２０１番地１８

461 株式会社山口電気機械工務所　千歳営業所 千歳市勇舞２丁目３番１０号

462 山崎製パン株式会社札幌工場 恵庭市恵南１０番１号

463 株式会社山三ふじや 千歳市末広１丁目４番８号

464 ㈱山三ふじや本店二課 千歳市本町1丁目5番地

465 山田木材株式会社 千歳市錦町４丁目１８３８番地

466 山二総合保全株式会社 千歳市北栄１丁目２０番７号

467 山本サイクルショップ 千歳市千代田町５丁目６番地

468 株式会社勇健 恵庭市駒場町1丁目6番6号

469 ＵＤトラックス北海道株式会社千歳支店 千歳市上長都１０３９番地４３

470 株式会社友和ＹＤＣ千歳 千歳市泉沢１００７番地２１６

471 幼保連携型認定こども園北海道文教大学付属幼稚園 恵庭市漁町396番地

472 ㈱横森製作所北海道支店 千歳市泉沢1007番242

473 株式会社よねざわ工業 恵庭市戸磯５９６番地６

474 ランスタッド株式会社千歳オフィス 千歳市幸町６丁目１８番３号千歳駅前ビル２Ｆ

475 陸上自衛隊南恵庭駐屯地 恵庭市恵南６３番地

476 陸上自衛隊北恵庭駐屯地 恵庭市柏木町５３１番地

477 陸上自衛隊北千歳駐屯地 千歳市北信濃７２４番地

478 陸上自衛隊島松駐屯地 恵庭市西島松308番地

479 陸上自衛隊東千歳駐屯地 千歳市祝梅１０１６番地

480 理工協産株式会社札幌支店 千歳市泉沢１００７―２５４

481 理興産業株式会社千歳営業所 千歳市上長都1039番

482 リコージャパン株式会社千歳サービスステーション 千歳市千代田町４丁目１４番地１千歳第一ビル３Ｆ



483 リサイクルファクトリー㈱千歳事業所 千歳市中央６９０－１

484 菱重特殊車両サービス株式会社千歳事業所 千歳市上長都１０４７番地

485 緑建工業株式会社 千歳市信濃３丁目１７番１５号

486 レンゴー株式会社恵庭工場 恵庭市戸磯１９３番３

487 和商株式会社恵庭営業所 恵庭市中島町4丁目14番地12

488 渡辺パイプ株式会社千歳サービスセンター 千歳市富士３丁目６番１６号


