
＜倶知安警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 ANDARU COLLECTION NISEKO 虻田郡倶知安町字樺山217-8

2 石田産業株式会社 磯谷郡蘭越町蘭越町４３１番地

3 株式会社泉郷 虻田郡倶知安町ニセコひらふ５条４丁目１番２５号

4 株式会社ヰセキ北海道倶知安営業所 虻田郡倶知安町字比羅夫６４番地４

5 ㈱ヰセキ北海道蘭越営業所 磯谷郡蘭越町字大谷176-18

6 一般財団法人北海道電気保安協会倶知安事業所 虻田郡倶知安町北３条西３丁目５番１

7 伊藤忠エネクスホームライフ北海道(株)倶知安営業所 虻田郡倶知安町字比羅夫１－２

8 医療法人社団白樺会介護老人保健施設麓華苑 虻田郡倶知安町南３東５－１－２

9 医療法人社団静和会昆布温泉病院 磯谷郡蘭越町字黄金１１８番地

10 株式会社上田商会後志工場 虻田郡ニセコ町字元町１８８番地

11 宇田建設株式会社 虻田郡倶知安町南３条西１丁目

12 株式会社内山電業社 虻田郡倶知安町北１条西１丁目

13 エア・ウォーター北海道株式会社倶知安営業所 虻田郡倶知安町字琴平１５７番地

14 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 虻田郡倶知安町字琴平１５７番地

15 ＨＴＭ株式会社 虻田郡倶知安町宇山田９１番地１

16 エム・エス・ケー農業機械株式会社 虻田郡倶知安町字比羅夫５５番地１４

17 有限会社エムアンドエフ・サービス 虻田郡倶知安町南１１条西１丁目４番地７

18 株式会社奥村組札幌支店 虻田郡倶知安町高砂246番地12

19 小樽開発建設部倶知安開発事務所 虻田郡倶知安町北７条東１丁目４番地９

20 (株)カーオフィス北海道 虻田郡倶知安町北4条東5丁目3番地5

21 鹿島建設㈱昆布トンネル工事事務所 虻田郡ニセコ町字有島5－1

22 鹿島建設㈱留寿都風力発電所建設工事事務所 虻田郡留寿都村字登153－1

23 片桐機械株式会社倶知安支店 虻田郡倶知安町比羅夫６８－１４

24 学校法人倶知安龍谷学園倶知安幼稚園 虻田郡倶知安町北５条東２丁目７番地

25 学校法人北海道カトリック学園倶知安藤幼稚園 虻田郡倶知安町北５条西１丁目１番地６号

26 学校法人北海道キリスト教学園倶知安めぐみ幼稚園 虻田郡倶知安町南４条西２丁目

27 株式会社加藤建設工業 虻田郡倶知安町南８条東２丁目１０番地

28 株式会社カナモト倶知安営業所 虻田郡倶知安町字峠下１０７番地

29 加森観光株式会社 虻田郡留寿都村字泉川１３番地

30 川崎建設株式会社 虻田郡京極町字三崎２１８番地９

31 菊地建設鉱業株式会社 虻田郡京極町字京極３９９番地

32 菊地砕石工業株式会社 虻田郡京極町字京極３９９番地

33 株式会社北沢建設 虻田郡倶知安町南４条東１丁目

34 北日本燃料㈱倶知安営業所 虻田郡倶知安町字琴平１３９番地２

35 北山測量設計株式会社 磯谷郡蘭越町蘭越町２７４番地の１７

36 木ニセコ 虻田郡倶知安町字山田１８３番地４３号

37 喜茂別町役場 虻田郡喜茂別町字喜茂別１２３番地

38 共栄自動車株式会社 虻田郡倶知安町北６条東１丁目１４番地

39 有限会社京極石油 虻田郡京極町字京極５５３番地

40 京極町役場 虻田郡京極町字京極町５２７番地

41 協和総合管理株式会社倶知安営業所 虻田郡倶知安町北３条東９丁目

42 株式会社楠自動車板金塗装工業 虻田郡倶知安町北３条東５丁目３番地２



43 有限会社倶知安オイル 虻田郡倶知安町北４条東１丁目１－２７

44 株式会社倶知安機工 虻田郡倶知安町北３条東３丁目１番地

45 株式会社倶知安魚菜卸売市場 虻田郡倶知安町字高砂２４番地

46 株式会社倶知安コンクリート工業所 虻田郡倶知安町南１条東１丁目１４番地

47 有限会社倶知安自動車学校 虻田郡倶知安町字比羅夫７０番地

48 倶知安町教育委員会 虻田郡倶知安町北１条東３丁目３番地

49 倶知安町役場 虻田郡倶知安町北１条東３丁目３番地

50 (株)熊谷組二ツ森トンネル作業所 虻田郡倶知安町北６条東１丁目５－２

51 熊谷・不動テトラ・宮坂・橋本川島特定建設工事共同企業体羊蹄トンネル 虻田郡ニセコ町字富士見１６２－１

52 株式会社熊谷本店 磯谷郡蘭越町蘭越町２２番地

53 コアレックス道栄株式会社 虻田郡倶知安町字比羅夫２８３番地

54 コーリン建設株式会社 虻田郡倶知安町南１条東２丁目

55 国立研究開発法人種苗管理センター北海道中央農場後志分場 虻田郡真狩村字美原２７６番地１

56 有限会社小西石油 虻田郡倶知安町字比羅夫１番地の８

57 株式会社コハタ倶知安営業所 虻田郡倶知安町北５条西１丁目

58 株式会社櫻組 虻田郡京極町字京極５６８番地

59 笹島建設㈱羊蹄トンネル作業所 虻田郡ニセコ町富士見１６２－３

60 札幌トヨタ自動車株式会社倶知安店 虻田郡倶知安町字比羅夫１番地１５

61 札幌トヨペット㈱倶知安店 虻田郡倶知安町高砂２２４番地７

62 札幌日産自動車株式会社倶知安店 虻田郡倶知安町南９条東１丁目１

63 佐藤建設株式会社 磯谷郡蘭越町２７４番地

64 佐藤・みらい・草別・田端本堂ＪＶ内浦トンネル 磯谷郡蘭越町昆布町324－7

65 JR北海道倶知安保線管理室 虻田郡倶知安町北３条西４丁目

66 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 虻田郡倶知安町北４条東１丁目２番地

67 株式会社志田建設 虻田郡ニセコ町字有島９０番地２２

68 株式会社志比川組 磯谷郡蘭越町蘭越町９３０番地３

69 社会福祉法人愛和福祉会愛和の里きもべつ 虻田郡喜茂別町宇伏見３番地１３

70 社会福祉法人倶知安町社会福祉協議会 虻田郡倶知安町北３条東４丁目２

71 社会福祉法人倶知安福祉会 虻田郡倶知安町字峠下１１３番地２

72 社会福祉法人渓仁会介護老人福祉施設きもべつ喜らめきの郷 虻田郡喜茂別町字伏見２７２番地１

73 社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会 虻田郡ニセコ町字富士見９５番地

74 社会福祉法人ニセコ福祉会 虻田郡ニセコ町字有島８７－４

75 株式会社ショクレン北海道 虻田郡倶知安町北２条西１丁目４番地

76 白木建設工業株式会社 虻田郡倶知安町南３条東７丁目４番地１

77 後志金属工業株式会社 虻田郡倶知安町北２条東１丁目

78 株式会社後志くみあい機械センター 虻田郡倶知安町字比羅夫６９番地

79 株式会社後志くみあい機械センター蘭越事業所 磯谷郡蘭越町蘭越町４９２番地７

80 後志森林管理署 虻田郡倶知安町北２条東２丁目

81 後志総合振興局小樽建設管理部真狩出張所 虻田郡真狩村字真狩１１７番地２

82 後志総合振興局小樽建設管理部蘭越出張所 磯谷郡蘭越町蘭越町４１６番地

83 後志総合振興局産業振興部農村振興課 虻田郡倶知安町北１条東２丁目１番地

84 後志総合振興局後志農業改良普及センター 虻田郡倶知安町旭５７－１

85 後志総合振興局保健環境部環境生活課 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

86 後志総合振興局林務課 虻田郡倶知安町北１条東２丁目１番地



87 株式会社新来 虻田郡倶知安町北5条西1丁目1-48

88 株式会社信菱自工 虻田郡倶知安町字高砂２４６番地

89 水ingＡＭ㈱京極管理事務所 虻田郡京極町字三崎15－2

90 水ingＡＭ㈱蘭越管理事務所 磯谷郡蘭越町字大谷185－3

91 株式会社SUPER OKUSAN 虻田郡倶知安町字山田188番地19

92 スカイ二セコ 虻田郡倶知安町字山田２０４－７

93 株式会社菅原組 磯谷郡蘭越町昆布町１３４番地４８

94 株式会社鈴木組 虻田郡倶知安町南８条西１丁目１

95 住商アグリビジネス株式会社倶知安営業所 虻田郡倶知安町字岩尾別１３５－１２

96 株式会社スワム 磯谷郡蘭越町蘭越町５５９番地

97 生活協同組合コープさっぽろ倶知安センター 虻田郡倶知安町北７条東５丁目１－１

98 瀬尾建設工業株式会社 虻田郡倶知安町北３条東２丁目７

99 株式会社第一会館 虻田郡倶知安町南３条西２丁目１３番地

100 第一電設株式会社ようてい支社 虻田郡倶知安町字高砂５２－９

101 大成建設株式会社札幌支店 虻田郡倶知安町字山田191－4

102 ダイハツ北海道販売株式会社倶知安店 虻田郡倶知安町字高砂９３番１１

103 株式会社髙橋設備工業 虻田郡留寿都村字留寿都９９番地６３

104 株式会社タグチ 虻田郡倶知安町北７条東１丁目１番地２９

105 有限会社谷井工業 虻田郡倶知安町字高砂９１番地

106 ㈱丹波屋倶知安支店 虻田郡倶知安町字比羅夫５５－１３

107 千歳林業株式会社 虻田郡倶知安町字琴平１５２番地２７

108 株式会社つうけんアクティブ倶知安営業所 虻田郡倶知安町富士見１６６番８号

109 ㈱つうけん道央事業部小樽事業所倶知安営業所 虻田郡倶知安町富士見１６６－８

110 有限会社塚越産業 虻田郡ニセコ町字富士見１５０番地２

111 津村砂利工業有限会社 磯谷郡蘭越町蘭越町１６８番地

112 ＤＣＭ倶知安店 虻田郡倶知安町字高砂91－21

113 鉄建JV昆布トンネル作業所 磯谷郡蘭越町昆布町３２４－２

114 東亜道路工業株式会社道南営業所 虻田郡ニセコ町字里見２番地

115 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 虻田郡倶知安町字山田２０４番地

116 藤信建設株式会社 虻田郡倶知安町北１条西２丁目１５番地

117 株式会社道都警備倶知安支店 虻田郡倶知安町字高砂８４番地２６

118 東洋農機株式会社　倶知安営業所 虻田郡倶知安町字比羅夫60－1

119 道路工業株式会社倶知安工事事務所 虻田郡倶知安町北３条東７丁目１１－８

120 特定非営利活動法人ともに 虻田郡倶知安町北3条西2丁目1－1

121 特定非営利活動法人しりべし地域サポートセンター 虻田郡倶知安町南３条東２丁目１番地

122 独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構倶知安鉄道建設所 虻田郡倶知安町北6条西3丁目2－2

123 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構ニセコ鉄道建設所 虻田郡ニセコ町富士見161-1

124 飛島建設株式会社札幌支店新幹線ニセコトンネル作業所 虻田郡ニセコ町字本通258－1

125 有限会社富田工務店 虻田郡喜茂別町字喜茂別３５０番地

126 トヨタカローラ札幌株式会社倶知安店 虻田郡倶知安町字高砂９９番地１

127 有限会社長澤設備 磯谷郡蘭越町字大谷２９５番地２

128 株式会社長澤電気 磯谷郡蘭越町蘭越町５６番地

129 株式会社ナカジマ 磯谷郡蘭越町字三和１２７７番地１

130 有限会社中野産業 虻田郡ニセコ町字ニセコ４４６番地１２



131 株式会社中村組 虻田郡京極町字更進４１７番地

132 ㈱ナガワ倶知安営業所 虻田郡倶知安町南11条西1－47－1

133 株式会社ＮＡＣ 虻田郡倶知安町ニセコひらふ１条２丁目４番８号

134 名畑石油株式会社 虻田郡倶知安町北５条東１丁目

135 有限会社ニセコアウトドアセンター 虻田郡ニセコ町字曽我１３８番地

136 株式会社NISEKO ALPINE DEVELOPMENTS 虻田郡倶知安町字山田１９１番地５４

137 ニセコ環境株式会社 虻田郡倶知安町字峠下

138 株式会社ニセコグランドホテル 虻田郡ニセコ町字ニセコ４１２番地

139 有限会社二世古酒造 虻田郡倶知安町字旭４７番地

140 ニセコ町役場 虻田郡ニセコ町字富士見４７番地

141 ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ 虻田郡ニセコ町字ニセコ４８０番地１

142 ニセコビレッジ株式会社 虻田郡ニセコ町東山

143 ㈱ニセコマネージメントサービス 虻田郡倶知安町ニセコひらふ４条１丁目３番３号

144 株式会社ニセコロードサービス 虻田郡ニセコ町字本通１３８番地

145 日本ニューホランド㈱倶知安営業所 虻田郡倶知安町字比羅夫６０番地

146 日本ハーモニー・リゾート株式会社 虻田郡倶知安町字岩尾別３２８番地３６

147 日本郵便株式会社喜茂別郵便局 虻田郡喜茂別町字喜茂別１２０番地４

148 日本郵便株式会社京極郵便局 虻田郡京極町字京極６６９番地

149 日本郵便株式会社倶知安郵便局 虻田郡倶知安町南１条東１丁目１７番地

150 日本郵便株式会社ニセコ郵便局 虻田郡ニセコ町字本通１０３番地１

151 日本郵便株式会社蘭越郵便局 磯谷郡蘭越町蘭越町１４２番地１

152 ネッツトヨタ札幌株式会社倶知安店 虻田郡倶知安町字比羅夫１番地の１１

153 農業生産法人有限会社サン・ファーム 虻田郡留寿都村字留寿都２００番地１１４

154 株式会社ノーアスク 虻田郡倶知安町字山田２０－６

155 パークハイアットニセコ　ＨＡＮＡＺＯＮＯ 虻田郡倶知安町字岩尾別３２８－４７

156 株式会社パイオニアフーズ 虻田郡京極町字京極１３８番１

157 有限会社花盛舗道 虻田郡倶知安町北７条西１丁目１－１１

158 樋口電気工業株式会社 虻田郡京極町字京極５４１番地

159 株式会社日野 磯谷郡蘭越町蘭越５８６番地の１５

160 株式会社福島建設 磯谷郡蘭越町字大谷３６３番地

161 株式会社プラネット・コンサルタント 虻田郡倶知安町北６条西３－２－２の内

162 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社倶知安営業所 虻田郡倶知安町高砂１０１－１

163 有限会社古屋自動車産業 虻田郡倶知安町字八幡４７３－７

164 北新建設㈱昆布トンネル作業所 虻田郡ニセコ町有島5－1

165 株式会社北洋銀行倶知安支店 虻田郡倶知安町北１条西１丁目１８番地

166 北菱産業埠頭株式会社倶知安支店 虻田郡倶知安町北4条東1丁目1－3

167 ホクレン農業協同組合連合会倶知安支所 虻田郡倶知安町南３条西３丁目１

168 ホシザキ北海道㈱ニセコ倶知安営業所 虻田郡倶知安町南4条東1丁目4

169 有現会社細田産業 虻田郡倶知安町北４条東４丁目３番地

170 株式会社北海建業 虻田郡喜茂別町字相川８４番地

171 北海電気工事株式会社倶知安営業所 虻田郡倶知安町字高砂８７番地

172 北海道川崎建機株式会社倶知安支店 虻田郡倶知安町字比羅夫２１６番地７

173 北海道倶知安農業高等学校 虻田郡倶知安町字旭15番地

174 株式会社北海道クボタ羊蹄営業所 虻田郡倶知安町字比羅夫２１９番地８



175 北海道グラウンドサービス株式会社 虻田郡倶知安町ニセコひらふ４条１丁目２番１５号

176 北海道警察札幌方面倶知安警察署 虻田郡倶知安町南１条東２丁目

177 北海道後志総合振興局森林室 虻田郡倶知安町南４条西１丁目

178 北海道後志総合振興局保健環境部保健行政室 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

179 北海道電力株式会社倶知安水力センター 虻田郡倶知安町北４条東６丁目１２番地

180 北海道電力ネットワーク㈱小樽支店倶知安ネットワークセンター 虻田郡倶知安町北４条東６丁目１２番地

181 北海道電力ネットワーク（株）倶知安ネットワークセンター 虻田郡倶知安町南１条西２丁目１８番地

182 北海道生コンサービス株式会社 虻田郡倶知安町字高砂２２４－５

183 北海道日産自動車株式会社倶知安店 虻田郡倶知安町南１１条東１丁目

184 北海道農業共済組合みなみ統括センター後志支所 虻田郡倶知安町北７条東５丁目１番地２

185 北海道ベンディング株式会社倶知安事業所 虻田郡倶知安町字高砂１０１番地１０

186 (株)北海道ライオンアドベンチャー 虻田郡ニセコ町字中央通６０－４

187 ホテル甘露の森 虻田郡ニセコ町字ニセコ４１５番地

188 本田興業株式会社 虻田郡倶知安町字八幡４３９番地１

189 牧野工業株式会社 虻田郡ニセコ町字里見６１番地の１

190 真狩村デイサービスセンター羊蹄園 虻田郡真狩村字共明３７番地６

191 真狩村役場 虻田郡真狩村字真狩１１８番地

192 真狩郵便局 虻田郡真狩村字真狩７７番地の１

193 株式会社マルエイ商事 虻田郡京極町字京極５０３番地

194 有限会社丸栄藤原商店 虻田郡倶知安町字高砂87番地18

195 株式会社丸協建設林業 虻田郡喜茂別町120番地５

196 三浦組木材工業株式会社 虻田郡留寿都村字三ノ原１７番地の９

197 南しりべし森林組合 磯谷郡蘭越町蘭越町635番地10

198 南北海道ヤクルト販売株式会社倶知安営業所 虻田郡倶知安町北７条東５丁目１番地５

199 村上建設株式会社 虻田郡真狩村字真狩１５番地５

200 室野建設工業株式会社 磯谷郡蘭越町蘭越町５１７番地の２

201 山田機械工業株式会社倶知安営業所 虻田郡倶知安町南11条東1丁目24番

202 ヤンマーアグリジャパン株式会社倶知安支店 虻田郡倶知安町字高砂８７番地１３

203 ヤンマーアグリジャパン株式会社蘭越支店 磯谷郡蘭越町蘭越町字大谷３３９番地６－１

204 株式会社ユニオン 虻田郡倶知安町南８条東２丁目

205 湯元ニセコプリンスホテルひらふ亭 虻田郡倶知安町字山田２０４番地

206 ようてい農業協同組合 虻田郡倶知安町南１条東２丁目５番地２

207 ヨウテイ・インベストメンツ・ピーティーワイ・リミテッド 虻田郡倶知安町字山田１９１番地１９

208 株式会社羊蹄工業 虻田郡倶知安町字八幡４２５番地１５

209 羊蹄山ろく消防組合消防署ニセコ支署 虻田郡ニセコ町字富士見７４番地

210 羊蹄山ろく消防組合倶知安消防署 虻田郡倶知安町北３条東４丁目

211 羊蹄山ろく消防組合消防署喜茂別支署 虻田郡喜茂別町字喜茂別２０７番地

212 羊蹄山ろく消防組合消防署京極支署 虻田郡京極町字京極３１２番地

213 羊蹄山ろく消防組合消防署真狩支署 虻田郡真狩村字真狩５２番地

214 羊蹄山ろく消防組合消防署蘭越支署 磯谷郡蘭越町蘭越町２４４番地４

215 羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都支署 虻田郡留寿都村字留寿都２１２番地

216 ようてい商事株式会社 虻田郡倶知安町南3条東6丁目2－54

217 ようてい森林組合 虻田郡京極町字京極町字春日１７０番地

218 株式会社羊蹄清掃社 虻田郡京極町字京極２１０番地



219 羊蹄セルプ 虻田郡倶知安町字峠下１１３－１４

220 ようてい農業協同組合喜茂別支所 虻田郡喜茂別町字喜茂別２２番地５７

221 ようてい農業協同組合京極支所 虻田郡京極町字京極６８３番地

222 ようてい農業協同組合ニセコ支所 虻田郡ニセコ町字本通１０５番地

223 ようてい農業協同組合真狩支所 虻田郡真狩村字真狩４５番地

224 ようてい農業協同組合蘭越支所 磯谷郡蘭越町字蘭越町１０４番地

225 ようてい農業協同組合留寿都支所 虻田郡留寿都村字留寿都２１１番地２

226 横関建設工業株式会社 虻田郡倶知安町南１条西１丁目１５番地

227 横山建設株式会社 虻田郡真狩村字真狩８７番地

228 蘭越町教育委員会 磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地５

229 蘭越町交流促進センター幽泉閣 磯谷郡蘭越町昆布町１１４番地５

230 蘭越町高齢者生活福祉センターこんぶ 磯谷郡蘭越町昆布町24番地１

231 蘭越町役場建設課 磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地５

232 蘭越町役場総務課 磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地の５

233 陸上自衛隊倶知安駐屯地 虻田郡倶知安町字高砂２３２－２

234 株式会社リビング梅田 虻田郡倶知安町北１条西２丁目１１番地

235 留寿都村教育委員会 虻田郡留寿都村字留寿都２０６番地１

236 留寿都村役場 虻田郡留寿都村字留寿都１７５番地

237 ルスツ羊蹄ファーム株式会社登農場 虻田郡留寿都村字登239-1

238 ルスツ羊蹄ファーム株式会社向丘農場 虻田郡留寿都村字向丘174-20

239 老人福祉施設慶和園 虻田郡京極町字更進７８０番地１


