
＜岩見沢警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 アースサポート株式会社岩見沢営業所 岩見沢市北３条西１１-１-３２

2 アイシン工業株式会社 岩見沢市栗沢町由良２０５番地７

3 株式会社アイン 岩見沢市東町６６６番１

4 株式会社青木・新聞店 岩見沢市5条東7丁目12番地1

5 ㈱アスクゲートノース 岩見沢市大和２条７丁目５番地２

6 株式会社アテナ北海道ＩＴ－ＢＰＯセンター 岩見沢市有明町南１－１２　ITビジネスセンター三階

7 安東産業株式会社岩見沢営業所 岩見沢市岡山町１２番地４

8 株式会社イシカリ 岩見沢市栗沢町由良２番地７

9 石田スポーツ株式会社 岩見沢市１条西２丁目９番地１

10 株式会社ヰセキ北海道 岩見沢市東町２条７丁目１００４番地１

11 ㈱一条デイサービスほろむい 岩見沢市幌向北２条１丁目６１１－１２７

12 一般財団法人岩見沢振興公社 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

13 一般財団法人いわみざわ地域交流センター 岩見沢市毛陽町183番地２

14 一般財団法人北海道電気保安協会岩見沢事業所 岩見沢市5条西18丁目3番地

15 株式会社伊藤新聞販売店 岩見沢市北村中央4231-12

16 株式会社猪股組 岩見沢市駒園８丁目２番２号

17 医療法人社団　優祥会 岩見沢市幌向南２条３丁目３１０－５０

18 医療法人北翔会訪問看護ステーション　あやめ 岩見沢市10条西21丁目２番地

19 医療法人北翔会岩見沢市地域包括支援センターほろむい 岩見沢市幌向南２条３丁目３１１

20 医療法人北翔会　岩見沢北翔会病院 岩見沢市１０条西２１丁目１番地１

21 医療法人北翔会介護老人保健施設北翔館 岩見沢市１０条西２１丁目２番地

22 医療法人北翔会デイサービスセンター翔 岩見沢市幌向南２条３丁目３１１番地

23 医療法人北翔会６条整形外科クリニック 岩見沢市６条西１丁目

24 医療法人友愛会介護老人保健施設北村温泉ナーシングホーム 岩見沢市北村赤川５８６番地６３

25 株式会社いわせき 岩見沢市５条東１丁目７番地

26 株式会社岩三 岩見沢市大和4条7丁目２２番地

27 岩見沢液化ガス株式会社 岩見沢市3条東14丁目9

28 岩見沢ガス株式会社 岩見沢市２条西１６丁目１番地

29 有限会社岩見沢古紙資源センター 岩見沢市南町7条3丁目4－2

30 岩見沢市社会福祉協議会栗沢デイサービスセンター 岩見沢市栗沢町南本町30番地

31 株式会社岩見沢自動車学校 岩見沢市鳩が丘２丁目１７番２６号

32 岩見沢市役所環境部廃棄物対策課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

33 岩見沢市役所企画財政部税務課 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

34 岩見沢市役所企画財政部財政課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

35 岩見沢市役所教育部子ども課 岩見沢市４条西３丁目１番地

36 岩見沢市役所教育部生涯学習・文化・スポーツ振興課 岩見沢市４条西３丁目１番地

37 岩見沢市役所健康福祉部健康づくり推進課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

38 岩見沢市役所健康福祉部高齢介護課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

39 岩見沢市役所建設部建築課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

40 岩見沢市役所建設部土木課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

41 岩見沢市役所教育部学校教育課 岩見沢市４条３丁目1番地

42 岩見沢市役所水道部水道課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号



43 岩見沢市役所総務部秘書課 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号

44 岩見沢税務署 岩見沢市２条東４丁目５番地の１

45 株式会社岩見沢葬儀社 岩見沢市４条西１０丁目３番地３

46 有限会社岩見沢総合警備 岩見沢市ふじ町２条１丁目１番１号

47 岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署岩見沢署 岩見沢市８条東１０丁目２番地４７

48 岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署岩見沢署栗沢支署 岩見沢市栗沢町東本町１９番地

49 岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署月形支署 樺戸郡月形町１０４７番地１３

50 岩見沢鉄骨工業株式会社 岩見沢市西川町461番地3

51 岩見沢電工株式会社 岩見沢市栗沢町北本町１６０番地５

52 いわみざわ土地改良推進事務所 岩見沢市西川町551番地１

53 いわみざわ農業協同組合営農資材センター 岩見沢市桜木１条１丁目

54 いわみざわ農業協同組合営農販売本部 岩見沢市桜木１条１丁目

55 いわみざわ農業協同組合本所 岩見沢市２条西１丁目１番地

56 岩見沢訪問看護ステーション 岩見沢市４条西３丁目１番地であえーる岩見沢４階

57 岩見沢メディカルモールデイサービスセンターあすも 岩見沢市7条東7丁目2番地7

58 岩見沢ヤクルト販売株式会社 岩見沢市５条東１５丁目６番地

59 岩見沢郵便局かんぽサービス部 岩見沢市9条西2丁目1－5

60 瓜生設備工業株式会社 岩見沢市８条東６丁目１番地

61 エア・ウォーター・ライフソリューション㈱千歳営業所岩見沢サービスセンター 岩見沢市２条東１６丁目９－２

62 エクシオ・エンジニアリング北海道㈱岩見沢技術センター 岩見沢市岡山町１２番地５４

63 エクシオ・エンジニアリング北海道㈱岩見沢メンテナンスセンター 岩見沢市６条西２丁目２－１（ＮＴＴ岩見沢ビル内）

64 株式会社エドビ北海道営業所 岩見沢市上幌向町５２９－２０

65 株式会社エネサンス北海道岩見沢支店 岩見沢市南町９条４丁目３番地４

66 荏原環境プラント株式会社岩見沢管理事務所 岩見沢市東山町297番地外いわみざわ環境クリーンプラザ

67 有限会社エムアイメデックス 岩見沢市西川町511番地４

68 株式会社Ｍｚ原田岩見沢営業所 岩見沢市日の出町５９９番地１

69 及川産業株式会社 岩見沢市２条東１８丁目１番地

70 王子コンテナー株式会社札幌工場 岩見沢市東町２４８番地

71 大西商事株式会社 岩見沢市８条東１２丁目１４番地２３

72 有限会社奥井工業所 岩見沢市東町2条2丁目85番地

73 介護老人保健施設ゆあみーる 岩見沢市８条西19丁目８－１

74 開発工建株式会社 岩見沢市幌向北１条２丁目５８０番地

75 開発工建㈱杉山営業所 岩見沢市中幌向町438番地3

76 株式会社柿本商店 岩見沢市６条東１４丁目６番地４

77 笠原管設工業株式会社 樺戸郡月形町字緑町１７６番地１

78 株式会社カツイ 岩見沢市９条西１丁目１０番地１

79 勝井建設工業株式会社 岩見沢市岡山町１２番地５３

80 学校法人桐友学園岩見沢めぐみ幼稚園 岩見沢市７条東９丁目

81 学校法人北海道カトリック学園岩見沢天使幼稚園 岩見沢市５条西６丁目

82 学校法人松本学園よいこのくに幼稚園 岩見沢市９条東１丁目１２

83 （株）カナザワ 岩見沢市岡山町１２９番地３１

84 株式会社カナモト岩見沢営業所 岩見沢市栗沢町由良１９４番地１０号

85 有限会社カワバタ衛生企画 岩見沢市栗沢町最上８番地８

86 株式会社きたいち 岩見沢市大和３条９丁目１４番地



87 きたえるーむ岩見沢中央 岩見沢市５条西11丁目１－12

88 株式会社君島商会車輌整備センター 岩見沢市南町９条２丁目７番２２号

89 共進工業株式会社 岩見沢市４条東１２丁目

90 株式会社共成レンテム岩見沢営業所 岩見沢市上幌向町５４２番地１９

91 倉増金物株式会社 岩見沢市駒園１丁目１番３２号

92 株式会社クリーンシステム 岩見沢市大和３条４丁目３番２号

93 合同会社アーカーシャ 岩見沢市7条西３丁目22－１

94 こぶし建設株式会社 岩見沢市志文町９６６番地１５

95 駒沢幼稚園 岩見沢市６条西１８丁目１

96 有限会社サークル暖房 岩見沢市７条西１１丁目１番地１３

97 財団法人労災サポートセンター北海道労災特別介護施設 岩見沢市かえで町８丁目１番１号

98 栄建設株式会社 岩見沢市岡山町１８番地９

99 嵯峨秀栄測量設計株式会社 岩見沢市日の出北１丁目２番１号

100 札幌開発建設部岩見沢河川事務所 岩見沢市７条東９丁目３番地１

101 札幌開発建設部岩見沢道路事務所 岩見沢市日の出北２丁目１番５号

102 札幌開発建設部岩見沢農業事務所 岩見沢市５条東１５丁目７番地７　岩見沢地方合同庁舎3階

103 札幌トヨタ自動車株式会社岩見沢支店 岩見沢市４条東１４丁目５番地

104 札幌トヨペット㈱岩見沢店 岩見沢市４条東１３丁目６番地

105 札幌日産自動車株式会社岩見沢インター店 岩見沢市美園６条７丁目６番７号

106 札幌日産自動車株式会社岩見沢大和店 岩見沢市大和１条５丁目２９番２

107 札幌日産自動車株式会社くるまるく岩見沢 岩見沢市美園６条７丁目６番７号

108 札幌臨床検査センター株式会社岩見沢営業所 岩見沢市１条西７丁目２－２

109 株式会社サン研ライフサービス 岩見沢市岡山町１２９番地２３

110 株式会社三翔岩見沢営業所 岩見沢市日の出町30番地4

111 株式会社三雄建販 岩見沢市岡山町３３５－２

112 株式会社ＣＲＣ 岩見沢市岡山町１８番地２０

113 ＪＳＳ岩見沢スイミングスクール 岩見沢市９条東７丁目１－１

114 株式会社JｰPOWERハイテック桂沢事業所 岩見沢市日の出町２４－９

115 社会福祉法人岩見沢光明舎 岩見沢市２条東１４丁目２番地

116 社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会 岩見沢市１１条西３丁目１番地９

117 社会福祉法人　岩見沢清丘園 岩見沢市日の出町６０４番地

118 社会福祉法人岩見沢福祉会 岩見沢市北2条西12丁目

119 社会福祉法人クピド・フェア 岩見沢市志文町３０１番地

120 社会福祉法人札親会つきがた友朋の丘 樺戸郡月形町1036－102

121 社会福祉法人空知の風たのしいどう 岩見沢市5条西11丁目2番地4

122 社会福祉法人月形町社会福祉協議会 樺戸郡月形町1064番地１３

123 株式会社常口アトム岩見沢店 岩見沢市4条西4丁目5番地

124 株式会社常北建設 岩見沢市東町2条3丁目93番地

125 昭和マテリアル株式会社 岩見沢市上幌向町５４２番地７

126 新生商事株式会社 岩見沢市大和３条９丁目６番地

127 腎友会岩見沢クリニック 岩見沢市８条西１０丁目８－１

128 シンレキ工業株式会社　北海道事業所 岩見沢市栗沢町由良244番地18号

129 水ingＡＭ株式会社岩見沢管理事務所 岩見沢市10条西23丁目南光園処理場内

130 株式会社スズキ自販北海道アリーナ岩見沢 岩見沢市大和２条７丁目３



131 株式会社スズケン岩見沢支店 岩見沢市５条西１５丁目１番地

132 スターゼンミートプロセッサー(株)石狩工場 岩見沢市上幌向南1条1丁目1210-2

133 税理士法人ＴＡＣＳ 岩見沢市５条東２丁目２番地１７

134 積水化学北海道株式会社 岩見沢市東町２３４番地

135 セコム株式会社空知営業所 岩見沢市1条西5丁目4番地2

136 全国共済農業協同組合連合会北海道本部岩見沢支所 岩見沢市５条西５丁目２番地１

137 全国共済農業協同組合連合会北海道本部岩見沢自動車損害調査ＳＣ 岩見沢市５条西５丁目２番地１

138 綜合警備保障株式会社北海道支社岩見沢営業所 岩見沢市南町8条2丁目2－15君島ビル

139 相互開発株式会社 岩見沢市金子町４４８番地７

140 株式会社創電 岩見沢市大和２条２丁目１７番地５

141 空知信用金庫 岩見沢市３条西６丁目２番地１

142 空知信用金庫本店 岩見沢市３条西６丁目２番地１

143 空知森林管理署 岩見沢市３条東１７丁目３４番地

144 空知石炭株式会社 岩見沢市４条西１５丁目８番地

145 株式会社空知総合企画 岩見沢市東町６６６番２

146 空知総合振興局札幌建設管理部岩見沢出張所 岩見沢市上幌向南１条２丁目

147 空知総合振興局産業振興部調整課 岩見沢市８条西５丁目

148 空知農業改良普及センター 岩見沢市並木町２２番地

149 空知リゾートシティ株式会社北海道グリーンランドホテルサンプラザ 岩見沢市４条東１丁目６番１号

150 空知リゾートシティ株式会社北村温泉ホテル 岩見沢市北村赤川156番地７

151 損害保険ジャパン株式会社岩見沢支社 岩見沢市４条西５－１－６

152 株式会社第一岸本臨床検査センター岩見沢営業所 岩見沢市美園５条５丁目２－２

153 株式会社第一基礎 岩見沢市東町１９１番地８

154 大同舗道株式会社空知営業所 岩見沢市栗沢町栗丘２００番地

155 高橋建設株式会社 岩見沢市大和２条８丁目１番地１１

156 株式会社髙橋工務店 岩見沢市４条東１１丁目４番地２

157 高谷土建株式会社 岩見沢市上幌向南１条５丁目１２７８番地１

158 株式会社竹山岩見沢支店 岩見沢市志文町９５７番地５

159 株式会社谷川工業所 岩見沢市６条西１１丁目１番地７

160 玉田産業株式会社 岩見沢市４条西１５丁目３番地

161 千葉電気工事株式会社 岩見沢市東山１０丁目６番３号

162 中央ビルメンテナンス株式会社岩見沢支店 岩見沢市志文町９６６番地６

163 月形刑務所 樺戸郡月形町１０１１番地

164 月形町農業協同組合 樺戸郡月形町１０６９番地

165 月形町役場 樺戸郡月形町１２１９番地

166 月形郵便局 樺戸郡月形町市北５

167 ㈱ツクイ岩見沢東営業所 岩見沢市５条東１２丁目１番地

168 津島工業株式会社 岩見沢市１条東６丁目１番地

169 有限会社テクノ冷暖 岩見沢市大和３条７丁目８番地１

170 電源開発株式会社東日本支店桂沢電力所 岩見沢市日の出町２４－９

171 道央食肉センター株式会社 岩見沢市上幌向南１条１丁目１２０５

172 有限会社道央ボイラーサービス 岩見沢市大和３条７丁目８番地１

173 東光電機工業株式会社 岩見沢市３条東１４丁目２番地

174 有限会社道新鈴木販売所 岩見沢市５条西16丁目５－６



175 株式会社道新つるの 岩見沢市駒園１丁目１－８

176 株式会社ドウデン札幌支店岩見沢メンテナンスセンタ－ 岩見沢市１条西１２丁目１番４号

177 東邦薬品株式会社岩見沢営業所 岩見沢市緑が丘５丁目１７７番地１

178 東洋自動車工業株式会社 岩見沢市４条東１１丁目１１番地

179 富樫清掃株式会社 岩見沢市岡山町１２９番地１４

180 富建業株式会社 岩見沢市栗沢町美流渡錦町１２３番地１

181 ㈱ドミノピザ岩見沢店 岩見沢市４西１６丁目１２番地１

182 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック岩見沢 岩見沢市５条東１５丁目７番地６

183 中村電気株式会社 岩見沢市栗沢町北本町８７番地

184 株式会社仲屋木材 岩見沢市４条西１０丁目９番地１

185 株式会社南原工務店 岩見沢市東町194番地

186 株式会社南部電設工業 岩見沢市南町８条２丁目１－２６

187 ニチイケアセンター岩見沢 岩見沢市４条西８丁目１番地ヤマシチ４．８ビル

188 日管建設株式会社 岩見沢市７条西１１丁目１０番５

189 ニック株式会社北海道中央営業所 岩見沢市５条東１０丁目２番地

190 日産部品北海道販売株式会社岩見沢店 岩見沢市３条東14丁目７

191 日産プリンス札幌販売株式会社岩見沢支店 岩見沢市２条東１６丁目１１番地

192 株式会社日星電機岩見沢支店 岩見沢市３条西７丁目１０番地

193 日盛ビル管理株式会社岩見沢営業所 岩見沢市１条西８丁目

194 日東建設株式会社 岩見沢市駒園３丁目１番１号

195 日本ニューホランド㈱岩見沢営業所 岩見沢市岡山町１８番地８

196 日本年金機構岩見沢年金事務所 岩見沢市９条西３丁目

197 日本郵便株式会社岩見沢郵便局 岩見沢市９条西２丁目１－５

198 日本郵便株式会社栗沢郵便局 岩見沢市栗沢町北本町１７２番地１

199 ネッツトヨタ札幌㈱岩見沢店 岩見沢市大和３条９丁目３－１

200 ネッツトヨタ道都株式会社岩見沢店 岩見沢市２条東１７丁目２番地

201 株式会社野村佛壇店 岩見沢市2条西5丁目14番地1

202 有限会社畠山興産 岩見沢市栗沢町北斗419

203 早川建築資材株式会社 岩見沢市５条西１０丁目

204 株式会社春木商店 岩見沢市７条東１２丁目２１番地８

205 株式会社Ｐｅａｃｅｆｕｌ　Ｅｎｅｒｇｙ 岩見沢市9条西18丁目8番地4

206 ㈱ひがし北海道イエローハット 岩見沢市9条東5丁目1－10

207 日立建機日本㈱岩見沢営業所 岩見沢市志文町３５５－５

208 ㈱平塚建具製作所 樺戸郡月形町1055番地

209 フィルネクスト株式会社北海道支店 岩見沢市東町２７６番地１

210 福居建設株式会社 樺戸郡月形町字富本町８番地

211 福中建設株式会社 岩見沢市岡山町１８番１５

212 株式会社富士薬品岩見沢営業所 岩見沢市大和３条５丁目４－１

213 芙蓉建設株式会社　谷村支社 岩見沢市１０条西４丁目６番地

214 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱北海道エリア岩見沢営業所 岩見沢市志文町３５５番地４３

215 株式会社文明堂 岩見沢市９条西１丁目

216 株式会社ほくえい 岩見沢市北２条西３丁目１番６号

217 北央共立販売株式会社 岩見沢市東町６９７番地３

218 北央道路工業株式会社 岩見沢市栗沢町由良４７０－１２



219 有限会社北央防災設備 岩見沢市6条12丁目56番地

220 株式会社北辰 岩見沢市志文町９６６番地１５

221 北清いわみざわ株式会社 岩見沢市栗沢町由良２１３番７

222 ほくでんサービス株式会社岩見沢営業所 岩見沢市９条西１丁目１２番地の１

223 有限会社北土重建 岩見沢市日の出北２丁目12番４号

224 北燃商事株式会社岩見沢営業所 岩見沢市東町690番地

225 北燃商事株式会社燃料事業部岩見沢センター 岩見沢市東町３１３番地の２

226 北燃商事株式会社本社 岩見沢市8条東1丁目3番地

227 北燃商事株式会社美園営業所 岩見沢市美園1条1丁目3－7

228 北燃商事株式会社リフォーム事業部 岩見沢市大和3条3丁目38番地

229 株式会社北豊商建 岩見沢市北村赤川５８６－５４番地

230 株式会社ほくやく岩見沢支店 岩見沢市志文町９５７番５

231 株式会社北洋銀行岩見沢中央支店 岩見沢市４条西６丁目１２番地１

232 株式会社北立 岩見沢市１条東１５丁目２番地

233 ホクレン農業協同組合連合会岩見沢支所 岩見沢市５条西５丁目

234 株式会社ホクレン油機サービス岩見沢支店 岩見沢市４条東１５丁目３番地

235 ホシザキ北海道㈱岩見沢営業所 岩見沢市4条東10丁目12番2

236 北海管工株式会社 岩見沢市７条西１５丁目３番地３

237 北海電気工事株式会社岩見沢支店 岩見沢市志文町９５７番９号

238 北海電気工事株式会社岩見沢支店技術グループ 岩見沢市９条西１丁目１２－１

239 北海道岩見沢児童相談所 岩見沢市鳩が丘1丁目9番地16

240 北海道岩見沢農業高等学校 岩見沢市並木町１番地５

241 北海道エア・ウォーター株式会社岩見沢産業営業所 岩見沢市２条東１６丁目９番地２号

242 北海道エナジティック株式会社岩見沢営業所 岩見沢市岡山町１２９番地２５

243 北海道軌道施設工業㈱札幌支店岩見沢出張所 岩見沢市1条西13丁目5－2

244 北海道教育大学岩見沢校 岩見沢市緑が丘２丁目３４番地

245 株式会社北海道銀行岩見沢支店 岩見沢市４条西６丁目２番地

246 株式会社北海道クボタ道央西営業所 岩見沢市中幌向町７１番地

247 北海道警察札幌方面岩見沢警察署 岩見沢市１０条東２丁目１番地１

248 株式会社北海道建設新聞社空知支社 岩見沢市２条西６丁目４番地２西岡ビル三階

249 北海道コカ・コーラボトリング㈱岩見沢営業課 岩見沢市岡山町１２番地５８

250 北海道社会福祉事業団福祉村 岩見沢市栗沢町最上３５０番地１

251 北海道酒類販売㈱岩見沢支店 岩見沢市３条東１２丁目１番地２

252 株式会社北海道新聞社岩見沢総局 岩見沢市４条西１丁目２－５ＭＹ岩見沢ビル５階

253 北海道スバル株式会社岩見沢店 岩見沢市大和２条７丁目６番地

254 北海道空知家畜保健衛生所 岩見沢市岡山町１２－３７

255 北海道空知総合振興局産業振興部林務課 岩見沢市８条西５丁目

256 北海道空知総合振興局森林室 岩見沢市北２条西１２丁目１－７

257 北海道空知総合振興局総務課 岩見沢市８条西５丁目

258 北海道空知総合振興局保健環境部保健行政室 岩見沢市８条西５丁目

259 北海道調査補償株式会社 岩見沢市９条西１５丁目２番地８

260 北海道電力ネットワーク株式会社岩見沢支店 岩見沢市９条西１丁目１２番地

261 北海道土地改良事業団体連合会岩見沢事務所 岩見沢市10条東3丁目

262 北海道日産自動車株式会社岩見沢店 岩見沢市９条西１１丁目６番地１



263 北海道農業共済組合道央統括センター空知中央支所 岩見沢市７条東２丁目１３番地

264 北海道ノダ株式会社 岩見沢市大和２条４丁目１番地

265 北海道日野自動車㈱岩見沢支店 岩見沢市大和2条9丁目2番2

266 北海道フィードワン販売株式会社 岩見沢市美園６条７丁目４番４号

267 北海道ベンディング株式会社岩見沢事業所 岩見沢市岡山町１２番地５８

268 北海道マツダ販売株式会社岩見沢店 岩見沢市南町９条２丁目１番１号

269 北海道三菱自動車販売株式会社岩見沢店 岩見沢市４条東１４丁目４番地

270 北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場 岩見沢市上幌向町２１６番地

271 北海道旅客鉄道株式会社岩見沢電気所 岩見沢市有明町中央鉄道用地

272 北海道旅客鉄道株式会社岩見沢保線所 岩見沢市有明町中央

273 北海道旅客鉄道株式会社岩見沢レールセンター 岩見沢市有明町中央

274 北海道労働金庫岩見沢支店 岩見沢市４条西６丁目８番地２

275 北海土地改良区 岩見沢市６条西７丁目１番地

276 北海道スバル株式会社岩見沢店 岩見沢市大和２条７丁目６番地

277 株式会社ホンダカーズ滝川岩見沢店 岩見沢市大和２条５丁目１０番地

278 本田農機工業株式会社 岩見沢市栗沢町北本町７４番地

279 株式会社政安土木 岩見沢市稔町７１番地９４

280 松浦建設株式会社 岩見沢市大和１条４丁目２５番地１

281 株式会社松本組月形本店 樺戸郡月形町字階楽町１５１６番地１

282 松山株式会社北海道営業所 岩見沢市栗沢町由良194－5

283 馬淵建設株式会社 岩見沢市志文町９６６番地１５

284 株式会社マルベリーさわやかセンター岩見沢 岩見沢市大和３条５丁目15

285 株式会社美さき 岩見沢市6条東10丁目21番地1

286 株式会社みずほ栄設計 岩見沢市７条西１５丁目４番地２７

287 株式会社溝口石材工業 岩見沢市栗沢町北幸穂５２番地５

288 株式会社道下産地 岩見沢市栗沢町上幌２２０３番地

289 三井住建道路株式会社北海道支店空知営業所 岩見沢市岡山町１２９番地２２

290 三菱農機販売株式会社北海道支社岩見沢営業所 岩見沢市3条東14丁目12番

291 三菱ふそうトラック・バス㈱北海道ふそう岩見沢支店 岩見沢市大和2条6丁目1番地

292 株式会社向田自動車 岩見沢市大和２条９丁目７番地

293 武蔵商事株式会社 岩見沢市１条西１丁目９番地

294 株式会社ムトウ岩見沢支店 岩見沢市岡山町１４２番地４

295 株式会社村土建 岩見沢市中幌向町２０２番地

296 明和測量工業株式会社 岩見沢市４条東１１丁目２番地３

297 株式会社本山測量設計 岩見沢市７条東５丁目５番地

298 株式会社モリタン岩見沢支店 岩見沢市志文町８２５番地２

299 有限会社モルパ 岩見沢市中幌向町１９２番地２

300 株式会社モロオ岩見沢営業所 岩見沢市大和３条５丁目１１番地

301 有限会社山石前野商店 岩見沢市１条西５丁目８番地

302 株式会社山ス伊藤商店 樺戸郡月形町字本町１７番地の２

303 株式会社大和商会 岩見沢市６条東３丁目１番地１

304 山本建業株式会社 岩見沢市北村赤川５８６番地３９

305 株式会社山本製作所北海道営業所 岩見沢市南町８条３丁目６－６

306 ヤンマーアグリジャパン㈱岩見沢支店 岩見沢市岡山町３０５番地



307 米川プロパン株式会社 岩見沢市６条西６丁目１１番地１

308 株式会社ライフネット岩見沢公益社 岩見沢市４条東１４丁目

309 陸上自衛隊岩見沢駐屯地 岩見沢市日の出台４丁目３１３番地

310 株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス 岩見沢市栗沢町由良15番７

311 リコージャパン株式会社岩見沢サービスステーション 岩見沢市９条西１丁目１番地３

312 株式会社菱和 岩見沢市北３条西17丁目１番５号

313 わかさ建設株式会社 岩見沢市南町９条１丁目２－１

314 渡辺パイプ株式会社岩見沢サービスセンター 岩見沢市４条西１１丁目１－２

315 和同産業株式会社岩見沢営業所 岩見沢市大和2条3丁目9

＜岩見沢警察署三笠警察庁舎＞
番号 事業所名 事業所住所
1 ㈱ヰセキ北海道空知中央営業所・整備工場 三笠市岡山136番地1

2 医療法人社団幾生会 三笠市岡山５０６番地８号

3 折笠建設株式会社 三笠市唐松町１丁目３６９番地

4 鹿島・岩田地崎・伊藤特定建設工事共同企業体新桂沢ダムJV工事 三笠市弥生並木町45－3

5 片桐機械株式会社三笠営業所 三笠市岡山440－01

6 金子農機株式会社北海道営業所 三笠市岡山４４０－１８

7 株式会社川上組 三笠市本郷町６４７番地

8 (有)クリーンセンターミカサ 三笠市堤町１－１５

9 株式会社コハタ岩見沢営業所 三笠市岡山４４０番地１９

10 サントリービバレッジサービス株式会社岩見沢支店 三笠市岡山１１０８－５

11 三葉緑化土木株式会社 三笠市本郷町５６８番地

12 社会福祉法人三笠市社会福祉協議会 三笠市若草町２８０番地

13 株式会社ＳＹＯＫＵＳＡＮ 三笠市岡山５０６－８

14 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部南空知センター 三笠市岡山５０６番地１

15 武部建設株式会社 三笠市萓野２１９番地

16 立石興業株式会社 三笠市奔別新町２９９番地１

17 株式会社田端本堂カンパニー 三笠市岡山３５９番地１

18 株式会社タヤ運輸建設 三笠市美和１７９番地の１

19 株式会社中央食鶏 三笠市本町４番地１

20 株式会社富樫組 三笠市幾春別町４丁目２８４

21 日本郵便株式会社三笠郵便局 三笠市高美町１－７

22 認定こども園三笠まつばの杜 三笠市堤町7-1

23 株式会社船本工業 三笠市弥生橘町７２番地

24 ホクレン肥料株式会社空知工場 三笠市岡山２０７番地７

25 株式会社北海道クボタ中央支社 三笠市岡山１０６７番地９

26 北海道警察札幌方面岩見沢警察署三笠警察庁舎 三笠市幸町４番地

27 堀川林業株式会社 三笠市西桂沢４１１番地

28 株式会社丸庭佐藤建設 三笠市岡山８３番地２６

29 三笠市役所 三笠市幸町２番地

30 三笠市消防署 三笠市若松町９番地

31 株式会社三笠振興公社 三笠市多賀町１３番地１

32 三笠電機工業株式会社 三笠市幸町１６番地１３



33 三笠天然温泉太古の湯スパリゾート 三笠市岡山１０４２－２０

34 有限会社湯の元温泉旅館 三笠市桂沢９４番地


