
番号 事業所名 事業所住所
1 秋津道路株式会社道南営業所 小樽市築港８番１０号

2 アクティブスタジオKTラボみどり 小樽市緑1－28－8

3 株式会社曙商会 小樽市オタモイ１丁目８番１４号

4 朝里中央病院 小樽市新光１丁目21番５号

5 阿部建設株式会社 小樽市緑１丁目５番１号

6 株式会社阿部新香園 小樽市オタモイ３丁目１番１号

7 株式会社荒田商会 小樽市松ケ枝１丁目３２番６号

8 株式会社安藤・間札幌支店神威作業所 小樽市朝里2丁目13番29号

9 安藤ハザマJV天神トンネル作業所 小樽市天神２丁目５番１号

10 株式会社飯坂富士商店 小樽市色内２丁目９番１６号

11 ㈱Ｅ保険プランニング 小樽市稲穂３丁目10－20　渡辺ビル２Ｆ

12 株式会社E-works 小樽市銭函３丁目３４６番地

13 一正蒲鉾株式会社北海道工場 小樽市銭函３丁目２６３番地１０

14 一般財団法人北海道電気保安協会小樽支部 小樽市若竹町２９番４５号

15 株式会社伊藤園札幌西部支店 小樽市銭函５丁目５０番地７

16 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社小樽燃料センター 小樽市信香町4-3

17 伊藤ハムデイリー株式会社小樽工場 小樽市銭函５丁目６１番地３

18 イナホ製菓株式会社 小樽市新光４丁目２番２号

19 井原水産株式会社札幌支社 小樽市銭函３丁目２６３番地２３

20 医療法人社団心優会野口病院 小樽市稲穂2丁目22番6号

21 医療法人社団青優会南小樽病院 小樽市潮見台1丁目5番3号

22 医療法人ひまわり会札樽病院 小樽市銭函３丁目２９８番地

23 医療法人勉仁会東小樽病院 小樽市新光２丁目２９番３号

24 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社小樽事務所 小樽市花園２丁目１１番１５号

25 ＨＲＳ株式会社 小樽市勝納町８番３９号

26 栄和鋼業株式会社札幌支店 小樽市銭函３丁目520－２

27 有限会社エース 小樽市奥沢１丁目１８番８号

28 株式会社A ROOM 小樽市緑2丁目7番2号

29 株式会社えがお 小樽市新光５丁目３番１３号

30 ＮＸ商事株式会社小樽ＬＰガス事業所 小樽市塩谷１丁目４番３５号

31 NXエネルギー北海道(株)小樽営業所 小樽市塩谷１丁目４番２６号

32 株式会社エムデジ 小樽市新光１丁目１１番１号

33 株式会社エンパイアー札幌手稲支店小樽営業所 小樽市天神１丁目１７番２５号

34 オーエスマシナリー株式会社 小樽市銭函３丁目511番地12

35 株式会社大川 小樽市新光２丁目２７番１６号

36 大高酵素株式会社 小樽市桜１丁目２２番１０号

37 オオハシコンサルタント株式会社 小樽市入船１丁目１番７号

38 大山食品株式会社 小樽市天神２丁目９番２８号

39 株式会社小田組 小樽市張碓町２２６番地

40 小樽朝里クラッセホテル 小樽市朝里川温泉２丁目６７６番地１

41 株式会社小樽衛生化学工業 小樽市桜２丁目２６番３５号

42 小樽海上保安部 小樽市港町５番２号

＜小樽警察署＞



43 小樽開発建設部 小樽市潮見台１丁目１５番５号

44 小樽開発建設部小樽港湾事務所 小樽市築港２番２号

45 小樽開発建設部小樽道路事務所 小樽市長橋４丁目１４番３４号

46 株式会社小樽環境衛生社 小樽市長橋４丁目４番４号

47 ㈱小樽グリーンホテル 小樽市稲穂３丁目５－14

48 株式会社小樽ゴルフ場 小樽市銭函３丁目７３番地

49 小樽市教育委員会 小樽市緑3丁目4番1号

50 小樽市建設部 小樽市花園５丁目１０番１号

51 小樽資源リサイクル協同組合 小樽市港町1番1号

52 小樽市消防局 小樽市勝納町10番1号

53 小樽市消防本部 小樽市花園２丁目１２番１号

54 小樽市生活環境部清掃事業所 小樽市天神２丁目５番１８号

55 小樽市役所 小樽市花園２丁目１２番１号

56 株式会社小樽浄化センター 小樽市天神２丁目８番２号

57 株式会社小樽水族館公社 小樽市祝津３丁目３０３番地

58 小樽市水道局 小樽市花園２丁目１１番１５号

59 (株)おたる清掃社 小樽市奥沢４丁目２７番８号

60 小樽第一興産株式会社 小樽市富岡１丁目１番１２号

61 小樽中央自動車学校 小樽市オタモイ３丁目６番１号

62 小樽中央幼稚園 小樽市富岡１丁目４番１３号

63 小樽訪問看護ステーション 小樽市奥沢１丁目１７番１０号

64 有限会社小原興業 小樽市朝里川温泉１丁目２１９番４号

65 カイゲンファーマ㈱奥沢工場 小樽市奥沢1丁目25番18号

66 株式会社角一商会 小樽市色内２丁目１２番１号

67 学校法人麻上学園さくら幼稚園 小樽市桜１丁目５番１号

68 学校法人小樽学園 小樽市稲穂４丁目１１番２号

69 学校法人小樽シオン学園ロース幼稚園 小樽市富岡１丁目８番２号

70 学校法人小樽和順学園 小樽市緑１丁目２３番８号

71 学校法人浄暁学園高田幼稚園 小樽市住ノ江２丁目３番１１号

72 学校法人彗光学園長橋幼稚園 小樽市長橋３丁目１３番９号

73 学校法人藤学園小樽藤幼稚園 小樽市富岡１丁目２１番１２号

74 学校法人北照高等学校 小樽市最上２丁目５番１号

75 学校法人北海道龍谷学園 小樽市住ノ江１丁目３番１７号

76 学校法人北海道ルーテル学園　小樽オリーブ幼稚園 小樽市松ヶ枝１丁目９番５号

77 株式会社カネトミ北勝興業 小樽市銭函３丁目５２１番地１０

78 株式会社かま栄 小樽市堺町3番7号

79 河辺石油株式会社 小樽市稲穂２丁目１９番８号

80 北ガスサービス株式会社カスタマーセンター小樽 小樽市入船4丁目33-1

81 北ガスフレアスト株式会社フレアスト小樽 小樽市入船４丁目33番１号

82 株式会社北日本消毒 小樽市港町7番2号

83 北日本燃料株式会社小樽営業所 小樽市色内３丁目３番１号

84 共栄食肉株式会社 小樽市銭函３丁目５１５番地

85 協信電気工業株式会社小樽営業所 小樽市長橋２丁目２－15

86 協誠建設株式会社 小樽市オタモイ３丁目１３番２０号



87 共通商事株式会社冷菓販売部札幌営業所 小樽市銭函５丁目61－１

88 協和総合管理株式会社 小樽市若松２丁目８番１５号

89 共和紙業株式会社 小樽市銭函３丁目５０３番地８

90 極東高分子株式会社 小樽市銭函２丁目５６番１号

91 勤医協小樽余市在宅総合センター 小樽市長橋４丁目５番２３号

92 有限会社工藤工務店 小樽市銭函２丁目４番９号

93 株式会社久保組 小樽市長橋４丁目１０番２号

94 株式会社くみあい食品 小樽市有幌町１番１１号

95 株式会社クリーンサービス 小樽市塩谷１丁目５番１号

96 株式会社栗原恒次郎商店 小樽市稲穂４丁目３番１号

97 黒坂建設株式会社 小樽市新富町５番３号

98 株式会社恵新自動車学園小樽自動車学校 小樽市新光２丁目２０番３３号

99 有限会社経理センター 小樽市入船4丁目5番5号

100 株式会社KTラボ 小樽市オタモイ3－2－4

101 株式会社顯幸 小樽市長橋２丁目２３番５号

102 建友技研工業株式会社 小樽市塩谷２丁目３番５号

103 株式会社好樹園 小樽市長橋４丁目１０番３１号

104 合同化成株式会社 小樽市銭函３丁目５０３番地９

105 幸和運輸株式会社 小樽市築港７番12号

106 有限会社五建工業 小樽市桜５丁目４番２７号

107 小杉建設株式会社 小樽市朝里４丁目１０９番地

108 株式会社コマツダ 小樽市住吉町１２番１５号

109 近藤工業株式会社 小樽市若竹町３番１号

110 西條産業株式会社 小樽市有幌町２番１６号

111 株式会社斉藤自動車整備工場 小樽市稲穂５丁目５番１号

112 株式会社佐々木電設 小樽市銭函２丁目４９番２５号

113 株式会社佐々木創建 小樽市朝里川温泉1丁目334番地2

114 笹島建設㈱朝里トンネル作業所 小樽市天神2丁目20番12号

115 株式会社　ＳＡＳＳＯＮ 小樽市朝里川温泉１丁目５０４番地

116 札樽トンネルＪＶ工事事務所 小樽市朝里川温泉1丁目221－1

117 札樽ヨコハマタイヤ株式会社 小樽市塩谷１丁目３番１号

118 札幌支店小樽郵便局かんぽサービス部 小樽市色内１丁目８番１号

119 札幌トヨタ自動車㈱ボデーリペアセンター 小樽市銭函3丁目309番地1

120 札幌トヨタ自動車株式会社小樽支店 小樽市長橋４丁目６番６号

121 札幌トヨペット㈱小樽店 小樽市奥沢１丁目２４番２３号

122 株式会社札幌ニチエー銭函工場 小樽市銭函３丁目５１７番６

123 札幌日産自動車株式会社オタモイ店 小樽市オタモイ１丁目９番２１号

124 札幌日産自動車株式会社小樽運河店 小樽市堺町８番１号

125 株式会社札幌油脂 小樽市銭函３丁目５２２番地６

126 サポートフーズ株式会社 小樽市銭函５丁目５４番地４

127 株式会社サンケイコーポレーション 小樽市銭函２丁目48－16

128 株式会社産鋼スチール 小樽市銭函３丁目５１５番地１

129 株式会社三勝 小樽市朝里川温泉１丁目２１３番地

130 サントリービバレッジサービス株式会社小樽支店 小樽市築港５番１号



131 三立機電株式会社 小樽市色内２丁目１０番１号

132 自然教育促進会 小樽市望洋台２丁目１４番１号

133 社会福祉法人小樽育成院特別養護老人ホームやすらぎ荘 小樽市オタモイ１丁目２０番１８号

134 社会福祉法人小樽市社会福祉協議会 小樽市富岡１丁目５番１０号

135 社会福祉法人小樽高島福祉会 小樽市手宮１丁目５番３０号

136 社会福祉法人小樽四ツ葉学園 小樽市桜３丁目１０番１号

137 (社)恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽老人保健施設はまなす 小樽市塩谷2丁目17番25号

138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院 小樽市築港10番１号

139 社会福祉法人札幌緑花会 小樽市見晴町20番2号

140 社会福祉法人塩谷福祉会 小樽市塩谷４丁目７２番地

141 社会福祉法人後志報恩会和光学園 小樽市桜４丁目３番１号

142 社会福祉法人ノマド福祉会 小樽市赤岩2丁目66－7

143 社会福祉法人ノマド福祉会デイサービスセンターはる小樽稲穂 小樽市稲穂1丁目4－2

144 社会福祉法人北海道宏栄社 小樽市天神２丁目１８番３号

145 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 小樽市住ノ江１丁目６番１５号

146 株式会社常口アトム小樽支店 小樽市色内２丁目１１番４号マリナーズコート小樽１階

147 ㈱進栄商事リサイクルセンター 小樽市港町1番1号

148 杉商株式会社 小樽市稲穂２丁目９番１６号

149 株式会社鈴木建設 小樽市天神１丁目４番１３号

150 株式会社スズケン小樽支店 小樽市港町８番５号

151 (株)SNOWPARKRESORT北海道 小樽市春香町３５７番地

152 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部小樽センター 小樽市港町１番２号

153 セコム株式会社小樽営業所 小樽市稲穂３丁目７－４朝日生命小樽ビル

154 株式会社セノン北海道支社（小樽港湾事務所） 小樽市築港２番２号

155 ＳＯＭＰＯケア小樽入船　居宅介護支援 小樽市入船２丁目１０番１３号日成ビルディング２階

156 SOMPOケア小樽入船訪問看護 小樽市入船2丁目10番13号 日成ビルディング2階

157 第一管区海上保安本部 小樽市港町５番２号

158 第一ゴム株式会社 小樽市奥沢３丁目２９番３２号

159 株式会社　大果 小樽市銭函５丁目67－３

160 株式会社大光警備 小樽市長橋３丁目１番３号

161 株式会社大真機工 小樽市銭函5丁目57－2

162 大同食品株式会社 小樽市港町６番２号

163 ㈱ダイヤモンドホールディングス 小樽市祝津2丁目358番地

164 大和砕石工業株式会社 小樽市銭函301番地

165 大ワ大和水産株式会社 小樽市オタモイ３丁目８番２号

166 株式会社高野冷機工業所 小樽市稲穂３丁目13－13

167 株式会社タキカワ 小樽市若松２丁目３番１３号

168 ㈱TAKEDA GROUP 小樽市桂岡町３丁目３３番

169 株式会社竹山小樽支店 小樽市堺町３番２４号

170 ㈱ダスキンサーヴ北海道ダスキン朝里支店 小樽市新光２丁目１７番８号

171 玉井化成株式会社 小樽市銭函３丁目５２４番地９

172 株式会社玉柳 小樽市入船３丁目１６番１８号

173 株式会社樽石 小樽市稲穂２丁目２２番４号

174 だるま食品株式会社銭函工場 小樽市銭函３丁目５２４番地８



175 株式会社タンゼンテクニカルプロダクト 小樽市銭函5丁目52番11

176 チサンカントリークラブ銭函 小樽市星野町74番地

177 中央ビルメンテナンス株式会社小樽支店 小樽市色内１丁目１番１２号

178 株式会社つうけんアクティブ 小樽市蘭島１丁目６番37号

179 株式会社つうけん道央事業部小樽事業所 小樽市蘭島1丁目６番３７号

180 株式会社ツギテの三共 小樽市稲穂４丁目１番１号

181 ツクイ小樽さくら 小樽市桜２丁目25番15号

182 株式会社デリカ 小樽市銭函３丁目５１４番地１５

183 道央エンジニアリング株式会社 小樽市緑１丁目２番１９号

184 東急・宮坂・廣野・玉川北海道新幹線朝里トンネル他ＪＶ 小樽市天神２丁目20番11号

185 ㈱東京エネシス石狩湾火力発電所作業所 小樽市銭函５丁目１９２番地１

186 東邦北海道株式会社　小樽事業所 小樽市忍路１丁目１６２番地１

187 東邦薬品株式会社小樽営業所 小樽市長橋４丁目３番３１号

188 東北フローズン株式会社札幌営業所 小樽市銭函５丁目６１番地１

189 東北木材株式会社 小樽市銭函３丁目280番地

190 東洋化工株式会社 小樽市銭函３丁目２８５番地

191 東洋水産株式会社北海道事業部 小樽市銭函５丁目６１番地１

192 東洋包装資材株式会社 小樽市見晴町８番５号

193 株式会社トーモク札幌工場 小樽市銭函４丁目１５７番地２

194 都市開発株式会社 小樽市奥沢５丁目９番４号

195 戸田・伊藤・宮永・鈴木東建特定建設工事共同企業体 小樽市塩谷２丁目38番５号

196 トヨタＬ＆Ｆ札幌株式会社小樽営業所 小樽市塩谷１丁目７番７号

197 トヨタカローラ札幌株式会社ジョイック小樽 小樽市奥沢１丁目１４番１０号

198 トヨタモビリティパーツ株式会社小樽営業所 小樽市オタモイ１丁目８番１８号

199 株式会社トワニ小樽営業所 小樽市赤岩１丁目１２番１号

200 株式会社中島電気 小樽市色内２丁目１４番１２号

201 ㈱なの花北海道なの花ケアプランセンター 小樽市花園1－4－24　中西ビル1階

202 西松建設㈱札幌支店札樽道張碓出張所 小樽市春香町361番地1

203 株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター小樽奥沢 小樽市奥沢１丁目２５番１１号

204 日産プリンス札幌販売株式会社小樽支店 小樽市オタモイ１丁目２番６号

205 日清食材株式会社 小樽市銭函３丁目２６３番地１１

206 日清丸紅飼料株式会社北海道支店 小樽市手宮１丁目１番１号

207 日本道路㈱小樽営業所 小樽市オタモイ３丁目１６番１１号

208 日本年金機構小樽年金事務所 小樽市富岡１丁目９番６号

209 株式会社日本ハウスホールディングス日本ハウス事業部　小樽支店 小樽市花園２丁目６番７号　プラムビル１Ｆ

210 日本北海道商事株式会社 小樽市桜１丁目１７番１２号

211 日本郵便株式会社小樽郵便局 小樽市色内１丁目８番１号

212 日本郵便株式会社銭函郵便局 小樽市銭函２丁目８番１号

213 認定こども園　桂岡幼稚園 小樽市桂岡町５番１６号

214 ネッツトヨタ道都㈱小樽店 小樽市オタモイ１丁目８番８

215 ネッツトヨタ札幌株式会社小樽店 小樽市オタモイ３丁目４番３号

216 ノーススタートランスポート株式会社本社 小樽市港町５番４号

217 ノーススタートランスポート株式会社現業所 小樽市港町７番２号

218 函館税関小樽税関支署 小樽市港町5番2号



219 パブリックシステムサービス㈱ 小樽市富岡1丁目10－10－203号室

220 林石油株式会社 小樽市高島１丁目３番６号

221 株式会社パワー・ステーション小樽店 小樽市稲穂1丁目9－8

222 株式会社伴設備 小樽市色内１丁目１２番１６号

223 BML小樽 小樽市富岡１丁目１５番５号株式会社第一岸本臨床検査センター内

224 株式会社光合金製作所 小樽市新光５丁目９番６号

225 株式会社広瀬モータース 小樽市手宮１丁目５番１号

226 株式会社福島工務店 小樽市若松１丁目７番１８号

227 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱北海道支社 小樽市稲穂３丁目７番４号朝日生命小樽ビル７F

228 株式会社富士薬品小樽営業所 小樽市桜１丁目１７番２８号

229 フタバ倉庫株式会社 小樽市港町８番２号

230 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱北海道エリア小樽営業所 小樽市築港６番３号

231 株式会社宝樹造園 小樽市塩谷４丁目１３番地

232 北央電機工業株式会社 小樽市銭函３丁目５０５番地１

233 北長金日米建材㈱小樽事務所 小樽市銭函3丁目524番地17

234 ほくでんサービス株式会社札幌支店小樽営業所 小樽市富岡１丁目９番１号

235 株式会社北斗ゴム製作所 小樽市銭函３丁目274番地５

236 株式会社北南電設 小樽市蘭島１丁目１２番１１号

237 株式会社ほくやく小樽支店 小樽市築港６番１号

238 株式会社北祐 小樽市銭函３丁目２６３番地１４

239 株式会社北洋銀行小樽中央支店 小樽市稲穂２丁目２番４号

240 株式会社北陸銀行小樽支店 小樽市稲穂２丁目８番１１号

241 北菱産業埠頭株式会社小樽支店 小樽市奥沢１丁目１２番９号

242 ホシザキ北海道㈱小樽営業所 小樽市花園４丁目５番１０号

243 北海製罐株式会社小樽工場 小樽市色内３丁目１番１号

244 北海電気工事株式会社小樽支店技術グループ 小樽市富岡１丁目９番１号

245 北海電気工事株式会社小樽支店 小樽市塩谷２丁目３番８号

246 北海道いすゞ自動車株式会社小樽支店 小樽市築港６番１０号

247 北海道エア・ウォーター株式会社小樽店 小樽市信香町１０番３号

248 北海道エナジティック株式会社小樽営業所 小樽市色内２丁目１４番５号

249 北海道ガス株式会社小樽支店 小樽市入船４丁目３３番１号

250 北海道ガソン株式会社 小樽市天神２丁目１９番１１号

251 北海道技建株式会社 小樽市銭函３丁目５１９番地１２

252 株式会社北海道銀行小樽支店 小樽市稲穂２丁目８番９号

253 北海道警察札幌方面小樽警察署 小樽市富岡１丁目７番１号

254 株式会社北海道建設新聞社小樽支社 小樽市稲穂３丁目７番４号朝日生命小樽ビル５階

255 北海道コカ・コーラボトリング（株）小樽販売課 小樽市塩谷１丁目７番１２号

256 北海道済生会小樽病院重症心身障がい児(者)施設みどりの里 小樽市築港１０番１号

257 北海道産業（株）自動車整備小樽工場 小樽市桜２丁目２６番２７号

258 北海道後志総合振興局小樽建設管理部 小樽市奥沢１丁目２１番１号

259 北海道後志総合振興局小樽建設管理部事業課 小樽市朝里川温泉２丁目７４５番地

260 有限会社北海道新聞中販売所 小樽市新光４丁目１番16号

261 北海道信用金庫小樽支店 小樽市稲穂１丁目４番１０号

262 北海道スバル株式会社小樽店 小樽市入船２丁目１番３号



263 北海道中央食糧株式会社小樽支店 小樽市手宮１丁目３番１号

264 北海道電力株式会社石狩湾新港発電所 小樽市銭函５丁目１９２番地１

265 北海道電力ネットワーク㈱小樽支店 小樽市富岡１丁目９番１号

266 北海道電力ネットワーク株式会社小樽支店電力部 小樽市長橋１丁目２０番１３号

267 株式会社北海道トータル警備 小樽市奥沢１丁目１７番５号

268 北海道日産自動車㈱小樽店 小樽市有幌町３番５号

269 北海道パワーエンジニアリング㈱石狩湾新港支店 小樽市銭函5丁目192番地1

270 北海道日野自動車株式会社小樽支店 小樽市塩谷２丁目２番３３号

271 北海道ベンディング株式会社小樽事業所 小樽市塩谷１丁目７番１２号

272 北海道マツダ販売株式会社小樽店 小樽市入船２丁目１０番８号

273 北海道三菱自動車販売株式会社小樽店 小樽市オタモイ１丁目５番１９号

274 株式会社北海道木村 小樽市銭函４丁目１６１番地４

275 北海道旅客鉄道株式会社札幌保線所小樽保線管理室 小樽市住吉町１７番３号

276 株式会社北海道レンタルシステム 小樽市銭函４丁目101－３

277 北海道労働金庫小樽支店 小樽市稲穂１丁目６番５号

278 北海道ワイン株式会社 小樽市朝里川温泉１丁目１３０番地

279 北海バネ株式会社 小樽市銭函２丁目５４番８号

280 北海リースキン株式会社小樽営業所 小樽市奥沢４丁目２９番２５号

281 堀内水産食品株式会社 小樽市塩谷１丁目２０番１７号

282 本願寺小樽別院 小樽市若松１丁目４番１７号

283 ホンダカーズ小樽株式会社 小樽市勝納町１５番１２号

284 株式会社ホンダ四輪販売北海道南小樽店 小樽市堺町８番５号

285 有限会社松本産業 小樽市奥沢４丁目２８番７号

286 丸一北川食品株式会社 小樽市信香町３番２１号

287 株式会社丸コ組 小樽市稲穂１丁目７番１号

288 丸進工業株式会社 小樽市新光５丁目１７番１１号

289 株式会社マルハ橋本商会 小樽市祝津２丁目３５２番地

290 株式会社三枝薬房 小樽市桜１丁目２４番１号

291 株式会社みかみ建設 小樽市塩谷１丁目１番４５号

292 株式会社水谷内建設工業 小樽市緑２丁目２７番４号

293 株式会社ミツウマ 小樽市奥沢４丁目２６番１号

294 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう小樽支店 小樽市港町１番１号

295 南北海道ヤクルト販売株式会社小樽支社 小樽市新光２丁目２番３号

296 株式会社ミマツ 小樽市塩谷１丁目１番31号

297 宮前建業株式会社 小樽市桜５丁目２０番２８号

298 宮本土建工業株式会社 小樽市奥沢１丁目１９番４号

299 株式会社ムトウ小樽支店 小樽市港町４番３号

300 モリカワ産業株式会社 小樽市堺町２番１０号

301 株式会社モロオ小樽営業所 小樽市信香町３番１号

302 有限会社八起 小樽市銭函4丁目161番6

303 株式会社安本建具製作所 小樽市銭函３丁目２６３番地３２

304 株式会社山修嶋田建業 小樽市入船３丁目１６番７号

305 ヤマハ発動機株式会社第２マーケティング部北海道販売課 小樽市築港5番7号小樽港マリーナセンターハウス２階

306 山吹商工株式会社 小樽市入船５丁目２４番７号



307 有限会社ヤマ 岡組 小樽市入船３丁目１７番１５号

308 ＵＤトラックス北海道株式会社小樽支店 小樽市塩谷２丁目１番７号

309 株式会社横山商店 小樽市稲穂４丁目２番２１号

310 吉田直土木株式会社札樽トンネル工事事務所 小樽市勝納町１５番211　ビレッジハウス潮見ヶ丘４号棟１０２

311 ㈱ＬＩＸＩＬリアルティ小樽営業所 小樽市稲穂３丁目９番１号

312 理研興業株式会社 小樽市銭函３丁目263番地７

313 リコージャパン株式会社小樽事業所 小樽市稲穂２丁目１１番１３号

314 ㈱理想ケアサービス 小樽市長橋5丁目6番14号

315 レッツ倶楽部小樽入船 小樽市入船2-10-13

316 株式会社脇坂工務店 小樽市銭函2丁目2－8

317 和弘食品㈱札幌支店 小樽市銭函３丁目504番地１

318 株式会社ワコー 小樽市銭函３丁目５１１番地７

319 ワタキューセイモア株式会社北海道エリア 小樽市花園２丁目７番１３号

320 ワタキューセイモア株式会社北海道支店 小樽市新光５丁目１３番３号

321 有限会社和田建総業 小樽市朝里川温泉２丁目７１９番地１


