
番号 事業所名 事業所住所
1 アースサポート株式会社アースサポート函館 函館市富岡町３丁目１番１号

2 アイ･エス･アイ興発　株式会社 亀田郡七飯町鳴川１丁目１番１６号

3 株式会社　I.STEP 函館市石川町324番地12

4 株式会社アイテス函館支店 函館市西桔梗町589番地40

5 株式会社アイビーエス 函館市西桔梗町849番地７

6 株式会社青森銀行　函館支店 函館市梁川町５番８号

7 有限会社アカサカ 函館市西桔梗町５８９番地４４

8 株式会社アキヤマ 北斗市東前３番４１号

9 株式会社　アクティオ函館営業所 函館市桔梗町431-63

10 有限会社曙水産 函館市古部町７３番地

11 有限会社旦尾商事 北斗市東浜１丁目10番33号

12 株式会社アサヒ商会 函館市東山町185番地の１

13 朝日新聞　函館本通専売所 函館市深堀町10番3号

14 株式会社　朝日パートナー 函館市銭亀町283番地43

15 株式会社あらた函館オフィス 函館市西桔梗町589番地41

16 株式会社イーエス総合研究所函館支店 北斗市開発２０９－２１

17 イオン北海道株式会社　イオン湯川店 函館市湯川町３丁目14番５号

18 イカリ消毒株式会社函館営業所 函館市西桔梗町５８９番地４

19 池田工業株式会社　工事部 亀田郡七飯町上藤城３９－２

20 株式会社池見石油店 函館市西桔梗町511番地

21 株式会社石井組 函館市千代台町１番９号

22 石垣電材株式会社函館支店 函館市西桔梗町589番地315

23 石黒建設株式会社 北斗市東浜２丁目14番31号

24 有限会社　イジルシ佐藤漁業 函館市尾札部町１０番地

25 株式会社イジルシ佐藤水産 函館市木直町1045番地

26 株式会社ヰセキ北海道函館営業所 北斗市追分６丁目４番１５号

27 株式会社磯谷建設 北斗市谷好３丁目１３番２０号

28 一印青山水産株式会社 北斗市追分４丁目７番３８号

29 株式会社　いちたかガスワン 函館市梁川町１５番２０号

30 一般財団法人　北海道大沼国際交流協会 亀田郡七飯町字大沼町127番地の１

31 一般財団法人日本森林林業振興会　札幌支部　函館支所 函館市駒場町5番3号

32 一般財団法人函館市住宅都市施設公社 函館市美原１丁目26番８号

33 一般財団法人北海道交通安全協会 函館市五稜郭町１６番１号

34 一般財団法人　北海道森林整備公社　函館出張所 函館市高松町341-4

35 一般財団法人北海道電気保安協会函館支部 函館市美原１丁目４０番１４号

36 一般社団法人　日本自動車連盟　函館支部 函館市西桔梗町589番地21

37 伊藤アスファルト建設株式会社 函館市金堀町２番４１号

38 株式会社伊藤園函館支店 函館市西桔梗町８５２番地７

39 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社函館支店 北斗市七重浜８丁目８番24号

40 イトマンスイミングスクール函館校 函館市富岡町３丁目２２番５号

41 株式会社今井工務店 函館市西桔梗町８４９番地の２２

42 イマジンホテル＆リゾート函館 函館市湯川町３丁目１番17号

＜函館中央警察署＞



43 医療法人亀田病院 函館市昭和１丁目２３番１１号

44 医療法人亀田病院介護老人保健施設グランドサン亀田 函館市石川町191番地４

45 医療法人亀田病院　亀田花園病院 函館市花園町24番５号

46 医療法人亀田病院分院亀田北病院 函館市石川町１９１番地４

47 医療法人社団健和会函館おおむら整形外科病院 函館市石川町１２５番地１

48 医療法人社団　健和会　老人保健施設　あかまつの里ななえ 亀田郡七飯町本町４丁目６番10号

49 医療法人社団恒信会函館あかまつ通り整形外科クリニック 函館市桔梗１丁目２－１０

50 医療法人社団慈友会望ヶ丘医院 亀田郡七飯町大川町３丁目５番２８

51 医療法人社団優生会藤崎整形外科クリニック 北斗市開発２２５番８

52 医療法人社団立青会　なるかわ病院 亀田郡七飯町鳴川４丁目325番地の１

53 医療法人聖仁会老人保健施設ジョイウェルス桔梗 函館市桔梗町５５７番地

54 医療法人大庚会こんクリニック時任 函館市時任町３５番２４号

55 医療法人大庚会今整形外科 函館市本町３０番３６号

56 医療法人徳州会共愛会病院 函館市中島町７番２１号

57 医療法人富田病院介護老人保健施設ロイヤルヒルズ日吉 函館市日吉町４丁目７番８１号

58 医療法人函館友愛会　響の杜 函館市陣川町91-4

59 医療法人やわらぎ会　介護老人保健施設やわらぎ苑西桔梗 函館市西桔梗町735番地４

60 医療法人やわらぎ会介護老人保健施設やわらぎ苑上磯 北斗市追分５丁目３番１３号

61 医療法人雄心会函館新都市病院 函館市石川町３３１番地１

62 岩井電気工業株式会社 亀田郡七飯町字中島２０９番地１

63 イワタニセントラル北海道株式会社函館支店 北斗市七重浜７丁目６番３号

64 有限会社魚長 函館市西桔梗町５８９番地５５

65 株式会社宇治園 函館市西桔梗町５８７番地１５

66 潮産業株式会社 函館市西桔梗町５９１番地３３

67 株式会社臼尻水産 函館市臼尻町１４９番地９

68 有限会社　臼尻石油商会 函館市臼尻町149番地32

69 エア・ウォーター北海道株式会社函館店 函館市西桔梗町589番地45

70 エイジス北海道株式会社　函館デイストリクト 函館市富岡町３丁目２３番５号北斗ビル２F

71 株式会社ＨＫリース 亀田郡七飯町字藤城２３－４

72 株式会社エイワアルミ産業 函館市美原１丁目４５番１４号

73 ＡＩＤほっとライン株式会社 函館市山の手３丁目５番３号

74 ASA函館美原 函館市美原3丁目58－10　Asahi館A

75 エーザイ株式会社函館コミュニケーションオフィス 函館市本町７番１８号道銀住友生命ビル３Ｆ

76 ａｕショップ桔梗 函館市桔梗１丁目24番33号

77 株式会社ＥＣＯ－Ｒ 北斗市村山161番地４

78 えさん漁業協同組合 函館市大澗町５１番地４

79 恵山地方公清企業組合 函館市日ノ浜町１６９番地

80 株式会社　エジソンブレイン 函館市赤川町522番地22

81 エスケイエンジニアリング株式会社　恵山作業所 函館市柏野町117番215

82 エスティイー株式会社　函館支店 北斗市七重浜４丁目40番地１

83 株式会社エス・ティ通信 函館市西桔梗町６８１番地１

84 ＮＥＣフィールデイング株式会社函館支店 函館市五稜郭町１番１４号五稜郭１１４ビル

85 ＮＸ機工株式会社函館支店 北斗市追分３丁目３番１７号

86 株式会社エヌボシ・ノムラ 函館市金堀町７番１７号



87 株式会社ＥＮＥＯＳスカイサービス函館事業所 函館市高松町５１０番地１

88 株式会社エネサンス北海道　函館ガスショップ 北斗市追分３丁目６番１号

89 エミヤエリアパートナーズ株式会社　函館営業所 函館市西桔梗町５８９番地４９

90 ＭＳＤ株式会社　函館サテライトオフィス 函館市五稜郭町33-1　五稜郭フコク生命ビル５Ｆ

91 株式会社エンパイアー函館支店 函館市亀田本町６３番３号

92 株式会社　大石産業 函館市美原３丁目56番23号

93 大鎌電気　株式会社 函館市美原3丁目36番5号

94 株式会社　大釜亀光園 函館市中島町３８番１０号

95 株式会社大竹商店 函館市昭和４丁目２２番１号

96 有限会社大塚自販 亀田郡七飯町大中山1丁目78番1号

97 大塚製薬株式会社札幌支店函館出張所 函館市五稜郭町35番１号

98 大野アサノコンクリート株式会社大野工場 北斗市村山154番地１

99 大林・岩田地崎・森川特定建設工事共同企業体 亀田郡七飯町字大沼町184-5

100 大林道路株式会社　函館営業所 函館市高松町540番地１

101 株式会社岡村工業 函館市東山町１７８番地２１

102 有限会社渡島環境衛生 北斗市東浜２丁目22番11号

103 渡島環境管理協業組合 亀田郡七飯町字桜町51番地７

104 渡島総合振興局産業振興部農村振興課 函館市美原４丁目６番１６号

105 渡島総合振興局産業振興部林務課 函館市美原４丁目６番１６号

106 渡島農業改良普及センター 北斗市東前７４番地４

107 小野薬品工業株式会社北海道支店道南営業所 函館市五稜郭町１番14号五稜郭114ビル３F

108 株式会社小原 亀田郡七飯町字中島29－２

109 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社テクノ函館 函館市五稜郭町１番１４号五稜郭１１４ビル８階

110 有限会社ガーディアン美警 函館市昭和４丁目41番１号

111 介護老人保健施設ケンゆのかわ 函館市湯川町３丁目２９番１５号

112 介護老人保健施設　もも太郎 函館市赤川町388番地１

113 海道建設株式会社渡島トンネル作業所 北斗市本町513

114 海渡産業株式会社 北斗市七重浜５丁目４番４号

115 臥牛測量設計株式会社 函館市山の手２丁目５７番２５号

116 梶原電気工業株式会社 函館市西桔梗町825番地の12

117 鹿島道路株式会社道南営業所 函館市石川町３４５番１０号

118 株式会社ガスコープエネルギー 北斗市追分４丁目11番40号

119 片桐機械株式会社 北斗市開発153番地

120 学校法人函館佐藤学園亀田ゆたか幼稚園 函館市美原１丁目２８番１０号

121 学校法人遺愛学院認定こども園遺愛旭岡幼稚園 函館市西旭岡町２丁目６番１号

122 学校法人上磯学園上磯幼稚園 北斗市押上１丁目４番１２号

123 学校法人上磯立正学園　上磯立正幼稚園 北斗市東浜２丁目９番１３号

124 学校法人高龍寺学園認定こども園国の華幼稚園 函館市梁川町１９番１７号

125 学校法人真宗大谷学園認定こども園函館大谷幼稚園 函館市千代台町１０番１０号

126 学校法人太陽学院 函館市富岡町１丁目４２番１２号

127 学校法人中村学園　七飯南幼稚園 亀田郡七飯町大川10丁目１番１

128 学校法人　野又学園 函館市高丘町51番１号

129 学校法人野又学園函館自動車学校 函館市川原町１９番２０号

130 学校法人函館明照学園　認定こども園高丘幼稚園 函館市高丘町２７番３３号



131 学校法人函館大谷学園 函館市鍛冶１丁目２番３号

132 学校法人北海道キリスト教学園認定こども園函館ちとせ幼稚園 函館市松陰町９番７号

133 学校法人ゆうあい学園　ゆうあい幼稚園 北斗市追分７丁目８番12号

134 株式会社金澤組 北斗市桜岱１８番６号

135 株式会社カナモト函館営業所 亀田郡七飯町字中島１６０番地５

136 株式会社カネサン岡田土建 函館市東山町１４４番地８

137 有限会社カネショウ張磨漁業 函館市川汲町３０６番地

138 株式会社カネス杉澤事業所 函館市西桔梗町863-1

139 株式会社カネス道路 函館市西桔梗町863番地１

140 株式会社兼タ丸浅野鉄工所 北斗市七重浜１丁目４番８号

141 株式会社カネマル　函館支店 函館市西桔梗町589番地46

142 株式会社かね万むさしや本店 函館市本町３１番１１号

143 蛾眉野林産協同組合 函館市蛾眉野町４４番地

144 株式会社かまだ商店 函館市川汲町１５４６

145 株式会社上磯建設函館営業所 函館市中野町５２番地１

146 株式会社神山工業 函館市東山町１２１番地

147 株式会社亀田清掃 函館市赤川町９０番地の４

148 有限会社亀谷産業 函館市神山３丁目５番３０号

149 株式会社　川股設備工業 函館市桔梗町６９５番地５

150 カワマタビルド株式会社 亀田郡七飯町大川３丁目５番４３号

151 川元建設株式会社 函館市美原４丁目５番10号

152 川元建設株式会社　大沼トンネル作業所 亀田郡七飯町仁山252-3

153 株式会社環境科学研究所 函館市西桔梗町28番地の１

154 有限会社函穂建設 北斗市本町3丁目21番11号

155 株式会社かんぽ生命保険函館支店七飯郵便局かんぽサービス部 亀田郡七飯町本町6丁目2-2

156 株式会社かんぽ生命保険函館支店函館東郵便局かんぽサービス部 函館市湯川町２丁目９番１号

157 株式会社桔梗造園 函館市石川町２４３番地

158 株式会社私市兄弟商店 北斗市常磐１丁目１２番１号

159 北ガスフレアスト函館北株式会社 函館市桔梗町418番地488

160 株式会社キタジマ 函館市西桔梗町８５５－１

161 北菱産業埠頭株式会社函館支店 函館市桔梗３丁目40番35号

162 有限会社北村自工 函館市昭和４丁目１１番１２号

163 株式会社木村組 函館市鍛冶１丁目１９番１２号

164 株式会社木村組 函館市高盛町２８番１９号

165 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 函館市五稜郭町１番14号

166 株式会社キュウイチ米田商店 函館市川汲町1395番地

167 及明ビル管理株式会社 函館市本通１丁目５番１３号

168 株式会社共成舗装土木 函館市桔梗町４３５番地の４６４

169 株式会社共成レンテム函館営業所 北斗市萩野35番地23

170 協同電気通信株式会社 函館市桔梗２丁目１０番１２号

171 京谷建設工業株式会社 北斗市七重浜８丁目３０番３号

172 協友測量設計　株式会社 北斗市中野通1丁目15番1号

173 共立管財株式会社北海道支社 函館市美原１丁目１８番１０号

174 有限会社旭栄工業 函館市旭岡町１９番地７



175 株式会社久慈製作所 亀田郡七飯町本町６丁目３番１９号

176 くどうエンタープライズ株式会社 函館市富岡町３丁目24番21号

177 株式会社工藤組 函館市石川町１６９番地７

178 株式会社久保製作所 北斗市追分３丁目４番12号

179 株式会社グリーン清掃 函館市東山町144番地201

180 有限会社　クリーン伏見 北斗市本町3丁目19番16号

181 株式会社クリエイティブ・ケイ 北斗市七重浜2丁目32番41号

182 クリエイト株式会社　函館営業所 函館市西桔梗町820番地４

183 黒井産業株式会社函館支店亀田自動車学校 函館市桔梗１丁目２６番７号

184 株式会社クロダリサイクル 函館市西桔梗町２４６番地２７

185 株式会社クワザワ函館支店 函館市西桔梗町５８９番地４９

186 株式会社ケアサービスドウナンショートステイななみつき 亀田郡七飯町緑町３丁目１番１号

187 ケアパートナー函館 函館市日吉町３丁目２１番１４号

188 株式会社ケアプラス　函館出張所 函館市日吉町町4-16-21　コンテ日吉5号室

189 有限会社　ケイエムティ・コマツ 亀田郡七飯町大中山4丁目10番29号

190 株式会社ケイソー 函館市山の手１丁目33番20号

191 株式会社ケイビ 函館市鍛冶１丁目６番18号

192 株式会社顯幸　明治けんこう宅配漁火店 函館市金堀町４番２号

193 株式会社顯幸　明治けんこう宅配函館店 函館市桔梗2丁目33-27

194 小泉建設株式会社 函館市昭和３丁目３６番１３号

195 公益社団法人函館市医師会　函館市医師会病院 函館市富岡町2丁目10番10号

196 公益社団法人北海道浄化槽協会函館検査事務所 北斗市七重浜７丁目９番１４号

197 株式会社高速函館営業所 北斗市七重浜８丁目８番１号

198 株式会社　光立建設 北斗市七重浜８丁目３番４号

199 国分北海道株式会社　函館支社 北斗市追分３丁目３番12号

200 こくみん共済coop道南支店 函館市柏木町１６番３５号

201 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ自立支援局函館視力障害センター 函館市湯川町１丁目３５番２０号

202 株式会社　古清商店 函館市日之出町１５番１号

203 株式会社後藤コンクリート製作所 函館市昭和２丁目40番25号

204 コニカミノルタジャパン株式会社　函館事務所 函館市桔梗４丁目15ｰ３

205 株式会社コハタ道南営業所 函館市西桔梗町５８９番５０

206 有限会社駒井砂利販売所 函館市石川町95番地3

207 株式会社駒井生コン 函館市石川町95番地3

208 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ株式会社北海道ｶﾝﾊﾟﾆｰ函館支店 北斗市開発２０９番地の１７

209 小柳協同株式会社函館営業所 函館市西桔梗町５８９番地５７

210 コロナセントラルサービス株式会社函館営業所 函館市西桔梗町21-2

211 近藤建設株式会社 函館市神山１丁目１７番１号

212 株式会社近藤商会 函館市西桔梗町５８９番地

213 株式会社　財津自工 亀田郡七飯町字大沼町694番地

214 株式会社斉藤組 函館市中道１丁目３０番２５号

215 有限会社幸工業 函館市昭和４丁目３１番１９号

216 坂口包装資材株式会社 北斗市追分3丁目2番18号

217 株式会社坂下組 北斗市中野１７６番地の６

218 株式会社佐々木事業所 函館市鍛冶２丁目16番７号



219 有限会社　佐々木販売所 函館市日吉町3丁目21番2号

220 札建工業株式会社　函館支店 函館市中島町31番23号

221 札幌交通機械株式会社函館機械支店 函館市桔梗２丁目３３番２４号

222 株式会社札幌ビケ足場函館営業所 北斗市追分３丁目４－３

223 札幌臨床検査センター株式会社道南営業所 函館市中道１丁目３１番１号

224 株式会社佐藤エネルギー 函館市松陰町２４番２号

225 有限会社佐藤建設 北斗市飯生２丁目４番２２号

226 株式会社佐藤興業 函館市川汲町１５７５番地

227 佐藤電気工事株式会社 函館市富岡町１丁目３９番５号

228 株式会社佐藤燃料 函館市美原１丁目４１番１１号

229 佐藤木材工業株式会社 北斗市追分３丁目１番５号

230 株式会社　サニクリーン北海道　函館営業所 函館市美原２丁目19番３号

231 澤田建設株式会社 北斗市追分３丁目１番１２

232 株式会社三栄ヤマムラ 函館市石川町４７８番地２０

233 株式会社サングリン太陽園函館センター 北斗市追分６丁目４番９号

234 株式会社　三建不動産 函館市千代台町29番13号

235 サン・スポーツクラブ株式会社 函館市石川町１６７－３９

236 サントリービバレッジソリューション㈱北海道支社函館支店 函館市昭和３丁目２７番１号

237 三和シヤッター工業株式会社函館営業所 函館市鍛治２丁目35番30号

238 三和防災株式会社 函館市西桔梗町８５０番地７８

239 ジェイアール北海道エンジニアリング株式会社函館支店 函館市桔梗３丁目41番37号

240 株式会社ジェイエイ・エネルギー販売 函館市昭和４丁目42番40号

241 自衛隊函館地方協力本部 函館市広野町６番２５号

242 ＪＲＡファシリティーズ株式会社　函館事業所 函館市駒場町12番２号函館競馬場内

243 株式会社Ｊ-POWERハイテック函館事業所 亀田郡七飯町字峠下３２４番地１

244 塩野義製薬株式会社　函館営業所 函館市五稜郭町３３番１号フコク生命ビル４階

245 敷島機器株式会社　函館支店 函館市西桔梗町854番地6

246 株式会社システック函館営業所 函館市赤川町２２４－１

247 児童発達支援センター　にじのおと 亀田郡七飯町鳴川5丁目2番32号

248 児童発達支援センター　にじのはし 亀田郡七飯町本町3丁目18番12号

249 株式会社島津清樹園 函館市西桔梗町７４５番地２３

250 下海岸砂利工業株式会社 函館市女那川町337番地１

251 シャープマーケティングジャパン株式会社函館支店 函館市五稜郭町31番17号

252 社会医療法人仁生会 函館市中道２丁目６番１１号

253 社会医療法人函館博栄会　高齢者複合施設　ケアタウン昭里 函館市湯川町２丁目１５番３号

254 社会福祉法人育栄会よつば学園 函館市東山町１１８番地１９４

255 (福)恵山恵愛会特別養護老人ホーム恵楽園デイサービスセンター 函館市柏野町１１７番地

256 社会福祉法人　上磯康啓会 北斗市追分7丁目11番21号

257 社会福祉法人上磯はまなす 北斗市野崎１９９番地１

258 社会福祉法人上磯はまなす訪問介護事業所はまなすの里 北斗市中野通３丁目19番９号

259 社会福祉法人禎人会 函館市中野町７４番地１

260 社会福祉法人　道南福祉ねっと 亀田郡七飯町本町４丁目20番２号

261 社会福祉法人どんぐりっ子 亀田郡七飯町本町３丁目１４番１１号

262 社会福祉法人　七飯町社会福祉協議会 亀田郡七飯町本町4丁目8番1号



263 社会福祉法人函館光智会 函館市亀田中野町２７８番地３４

264 社会福祉法人函館カトリック社会福祉協会児童発達支援センター 函館市日乃出町２７番３号

265 社会福祉法人　函館カリタスの園 函館市旭岡町７８番地

266 社会福祉法人函館恭北会 函館市東畑町１４１番地１３

267 社会福祉法人函館一条ワークセンター一条 函館市旭岡町１９番地２９

268 社会福祉法人函館共働宿泊所　救護施設　函館共働宿泊所救護部 函館市新湊町261番地

269 社会福祉法人　函館国の子寮 函館市鈴蘭丘町３８番地７

270 社会福祉法人函館厚生院永楽荘 函館市高丘町３番１号

271 社会福祉法人函館厚生院高丘寮 函館市高丘町３番１号

272 社会福祉法人函館厚生院ななえ新病院 亀田郡七飯町本町７丁目６５７番地５

273 社会福祉法人函館市民生事業協会 函館市日乃出町２１番１７号

274 社会福祉法人函館仁愛会 函館市石川町191番地の１

275 社会福祉法人函館緑風会希望ケ丘学園 函館市古川町４４１－３

276 社会福祉法人函館緑花会特別養護老人ﾎｰﾑ美ヶ丘敬楽荘 北斗市向野２丁目１９番１８号

277 社会福祉法人函館緑花会ふじの学園 北斗市向野１６９番地

278 社会福祉法人　北斗市社会福祉協議会 北斗市中野通2丁目18番1号

279 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 函館市駒場町４番６号

280 社会福祉法人民生博愛会　特別養護老人ホーム清華園 北斗市添山472番地1

281 社会福祉法人侑愛会 北斗市当別６９７番地

282 社会福祉法人　侑愛会　明生園 北斗市当別697

283 社会福祉法人侑愛会おしま菌床きのこセンター 北斗市追分６丁目１番12号

284 社会福祉法人侑愛会サポートカーム 北斗市一本木１４２番地１

285 社会福祉法人侑愛会新生園 北斗市当別６９７

286 社会福祉法人侑愛会つくしんぼ学級 北斗市追分７丁目８番８号

287 社会福祉法人侑愛会つぐみ荘 北斗市追分２丁目５１番３号

288 社会福祉法人侑愛会侑ハウス 函館市西桔梗町783番地15

289 社会福祉法人侑愛会函館青年寮通所部 函館市石川町41番地２

290 社会福祉法人　侑愛会　ヘルパーステーション　ルーチェ 北斗市久根別1丁目7番10号

291 社会福祉法人侑愛会星が丘寮 北斗市当別６９７番地

292 社会福祉法人侑愛会侑愛荘 北斗市当別６９７

293 社会福祉法人侑愛会ワークセンターほくと 北斗市押上１－２－３０

294 社会福祉法人侑愛会ワークショップはこだて 函館市石川町４１番地４

295 社会福祉法人雄心会　介護老人保健施設いなほ 北斗市清水川４番地１

296 社会福祉法人雄心会　複合型施設いなほ 北斗市清水川１番地１

297 社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院 函館市湯川町１丁目３１番１号

298 昭栄設備工業株式会社 函館市美原３丁目３８番３１号

299 株式会社常口アトム函館五稜郭店 函館市本町4番14号

300 株式会社常口アトム函館支店 函館市美原１丁目27番12号

301 株式会社常口アトム函館支店函館管理センター 函館市美原１丁目27番12号

302 株式会社商工組合中央金庫函館支店 函館市五稜郭町33番１号五稜郭フコク生命ビル１階

303 株式会社常光函館支店 函館市亀田本町67番８号

304 株式会社　ジョッキ函館工場 北斗市七重浜8丁目7番10号

305 市立函館保健所生活衛生課 函館市五稜郭町２３番１号

306 株式会社JIN 北斗市久根別１丁目１３－２



307 株式会社新営電気設備 函館市昭和４丁目60番５号

308 新栄電業株式会社 函館市亀田本町５１番３号

309 新生冷機工業株式会社 北斗市追分２丁目２番１０号

310 新道南温泉株式会社 函館市恵山岬町６１－２

311 新函館農業協同組合大野支店 北斗市本町１丁目１番２１号

312 新函館農業協同組合七飯支店 亀田郡七飯町本町３丁目１８番５２号

313 新函館農業協同組合本店 北斗市本町1丁目１番21号

314 有限会社スイートホーム　デイサービスセンターひなたぼっこ 函館市西桔梗町７８３－８

315 スウェーデンハウス株式会社道南営業所函館店 函館市昭和３丁目18番11号

316 有限会社　杉村清掃 函館市赤川町547番地

317 有限会社　杉本衛生設備 函館市西桔梗町589番地６

318 鈴木中川建設株式会社 北斗市中野通１丁目６番１７号

319 株式会社鈴建興業 函館市瀬戸川町３８番地１９

320 スターゼン株式会社　函館営業所 北斗市萩野33番地71

321 株式会社ステップホーム 函館市美原３丁目37－５

322 株式会社ステリサイクル北海道 亀田郡七飯町藤城３７番２

323 住友不動産株式会社新築そっくりさん函館営業所 函館市昭和４丁目２４－４　昭和ニュービルディング１階

324 株式会社　スローライフ 亀田郡七飯町本町四丁目11番15号

325 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部函館センター 函館市西桔梗町８５１－３

326 生活協同組合コープさっぽろ　配食函館センター 函館市西桔梗町860－13　ドリームファクトリー

327 生活協同組合コープさっぽろ函館東センター 函館市高松町130番77号

328 青函電気株式会社 函館市西桔梗町８１８番地１０

329 世紀東急工業株式会社　渡島営業所 亀田郡七飯町字藤城２２４－１０

330 セイコーリテールサービス株式会社 函館市西桔梗町589番地331

331 株式会社　セイコーマート　函館地区事務所 函館市西桔梗町589－331

332 成尚株式会社 函館市昭和３丁目３１－１

333 清掃センター株式会社函館営業所 函館市的場町２番１０号

334 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド函館大沼プリンスホテル 亀田郡七飯町字西大沼１４８番地

335 株式会社成和警備 函館市亀田本町６３番１０号

336 有限会社瀬川重機 函館市陣川１丁目１７番２０号

337 セコム株式会社　函館支社 函館市千代台町１６番１号

338 株式会社仙台銘板　函館営業所 函館市西桔梗町860番地12

339 セントラル警備株式会社 函館市本通１丁目２５番１０号

340 綜合警備保障株式会社北海道支社函館支店 函館市本通２丁目５３番２７号

341 株式会社相互建設 亀田郡七飯町字桜町３５番地

342 相馬企画株式会社 函館市山の手２丁目13番14号

343 損害保険ジャパン株式会社 函館市梁川町１６番２４号

344 ＳＯＭＰＯケア函館昭和デイサービス 函館市昭和４丁目30-35

345 ＳＯＭＰＯケア　函館昭和　居宅介護支援 函館市昭和4丁目30-35

346 ＳＯＭＰＯケア　函館昭和　訪問看護 函館市昭和4丁目30-35

347 ＳＯＭＰＯケア函館湯の川 函館市湯川町3－13－21菊地ビル1F右側

348 損保ジャパンパートナーズ株式会社函館支店 函館市梁川町１６番２４号　損保ジャパン函館ビル１F

349 第一環境株式会社　北斗事務所 北斗市中央1-3-10　北斗市役所内

350 大一興業株式会社 函館市昭和２丁目４３番５０号



351 株式会社第一興商函館営業所 函館市金堀町４番３号

352 第一三共株式会社札幌支店函館営業所 函館市梁川町５－１０朝日生命函館梁川ビル８階

353 第一自動車工業株式会社 北斗市清水川１４２－２６

354 有限会社第一清掃 函館市桔梗５丁目４１番１号

355 株式会社大協設備工業 函館市湯川町２丁目１９番１１号

356 泰興株式会社函館工場 北斗市追分３丁目３番５号

357 大成建設株式会社札幌支店　大沼トンネル共同企業体工事 亀田郡七飯町字仁山２４５番地１

358 大成ロテック株式会社　道南営業所 北斗市中野通３丁目10番23号

359 株式会社　大地創建 函館市西桔梗町８６４番地１

360 大東建託株式会社　函館支店 函館市日吉町１丁目１４番７号

361 大東建託パートナーズ株式会社函館営業所 函館市湯川町３丁目４６－２　プランドル１階

362 第二物産株式会社 函館市西桔梗町５８９番地の１０７

363 ダイハツ北海道販売株式会社函館オフィス 北斗市清水川２１７番地４

364 太平ビルサービス株式会社函館営業所 函館市駒場町７番２号

365 太平洋セメント株式会社　上磯工場　峩朗鉱業所 北斗市峩朗54番地

366 太平洋セメント株式会社上磯工場 北斗市谷好１丁目１５１

367 有限会社　泰豊産業 函館市美原４丁目33番９号

368 大鵬薬品工業株式会社　函館出張所 函館市梁川町16番24号

369 株式会社大丸安藤組 函館市石川町９６番地

370 大丸株式会社道南支店 函館市西桔梗町589番地42

371 大勇建設株式会社　事務所 北斗市清川５９１番地１

372 有限会社大洋クレーン 函館市桔梗町３８６番７号

373 株式会社タイヨー自動車 函館市西桔梗町555番の９

374 株式会社タイヨー製作所 北斗市清水川２２６番地の１０

375 有限会社　髙砂造園 北斗市谷好2－258

376 高瀬物産株式会社函館支店 亀田郡七飯町大川9丁目1番10号

377 株式会社　高田建設 北斗市文月123番地

378 株式会社　高橋組 函館市高盛町３番２０号

379 高橋道路株式会社 北斗市七重浜８丁目３０番４号

380 株式会社拓伸 函館市高松町571―90

381 有限会社武田自動車工業 北斗市清水川２１３番地８

382 田島木材株式会社 北斗市七重浜７丁目１３番３号

383 株式会社ダスキン五稜 函館市五稜郭町９番１０号

384 株式会社ダスキンサーヴ北海道　ダスキン西桔梗支店 函館市西桔梗町837番地16

385 ダスキンヘルスレント函館ステーション 函館市石川町180番地４

386 株式会社田近組 函館市高松町５７５番８８号

387 株式会社タチバナ 北斗市追分２丁目２番３５号

388 橘水産株式会社 函館市根崎町２５２番地

389 株式会社館山石油 函館市釜谷町９５番地

390 株式会社田中潦風園 函館市東山町１４４番地の５０

391 株式会社田畑建設函館支店 函館市神山３丁目６２番１５号

392 タマホーム株式会社　函館営業所 函館市山の手２丁目９－１８

393 有限会社玉屋 函館市昭和３丁目２８番２０号

394 株式会社丹波屋　函館支店 函館市昭和１丁目35番16号



395 ダンロップタイヤ北海道株式会社函館支店 函館市西桔梗町592番地84

396 地域包括支援センターたかおか 函館市高丘町３番１号

397 チガイ二小田原水産 函館市木直町５２３番地

398 株式会社チカラフーズ 函館市昭和４丁目４２番２６号

399 株式会社千葉舗装工業 函館市陣川町１１０番３７

400 地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部道南農業試験場 北斗市本町680番地

401 株式会社中央石油 函館市鍛冶２丁目１６番１６号

402 中外製薬株式会社　函館オフィス 函館市梁川町５番１０号

403 チュウケイ株式会社函館支社 函館市杉並町８番20号オカダビル１階

404 千代田電装工業株式会社函館支店 函館市西桔梗町862番地12

405 株式会社つうけんアクティブ　道南事業部函館事業所 北斗市清水川142番地14

406 株式会社つうけん　函館事業所 北斗市清水川142番地の19

407 株式会社月永組 函館市西桔梗町７８３番地１８０

408 辻木材株式会社 北斗市七重浜８丁目９番１２号

409 有限会社　翼工業 北斗市東浜1丁目12番50号

410 有限会社つばさ　ヘルパーステーションつばさ 函館市山の手3丁目51番12号

411 ＤＣＭ株式会社ＤＣＭ石川店 函館市石川町231番地1

412 デイサービスセンターあい 函館市本通４丁目17番29号

413 株式会社テーオーデパート 函館市梁川町１０番２５号

414 株式会社テーオーデパートドコモショップ函館本通店 函館市本通４丁目１６番２２号

415 株式会社テーオーリテイリングイエローグローブ 函館市西桔梗町５８９－１２４

416 テクノ矢崎北海道有限会社 函館市西桔梗町589番地156

417 鉄建・アイサワ・西江・北土特定建設工事共同企業体渡島トンネル作業所 北斗市本郷３２５番地１

418 鉄道・運輸機構北海道新幹線建設局　北斗鉄道建設所 北斗市本郷344-2

419 テルウェル東日本株式会社函館支店 函館市亀田本町６０番１４号

420 株式会社天狗堂宝船 亀田郡七飯町字中島205番地１

421 電源開発送変電ネットワーク株式会社函館送変電統括事務所 亀田郡七飯町字峠下703

422 株式会社デンソーソリューション函館支店 函館市美原1丁目41番10号

423 戸井漁業協同組合 函館市釜谷町４１番地

424 東一函館青果株式会社 函館市西桔梗町５８９番地２５号

425 東栄株式会社営業三部函館支店 函館市西桔梗町５８９番地１０７

426 東栄興業株式会社 亀田郡七飯町字中野２０５番地

427 株式会社道栄函館支店 函館市陣川町103－22

428 東京海上日動火災保険株式会社函館自動車営業支社 函館市美原１丁目18番10号函館東京海上日動ビル

429 株式会社東京海上日動パートナーズ北海道 函館市美原１丁目18番10号　函館東京海上日動ビル１Ｆ

430 東興アイテック株式会社 函館市西桔梗町820番地２

431 株式会社　東商建設 亀田郡七飯町字上藤城４０番地の３

432 株式会社道水はこだて工場 北斗市清水川１４２番２４

433 燈台の聖母トラピスト修道院 北斗市三ツ石３９２番地

434 有限会社東寺建設 北斗市大工川２８番地３

435 株式会社ドウデン函館支店 亀田郡七飯町緑町２丁目１番82号

436 道南うみ街信用金庫七重浜支店 北斗市七重浜２丁目２８番１１号

437 道南うみ街信用金庫函館支店 函館市松陰町２３番４号

438 株式会社道南園芸 函館市桔梗町４６１番地４６



439 株式会社　道南カッター工業 北斗市南大野59-3

440 株式会社道南自動車学校 函館市金堀町５番１８号

441 株式会社道南食肉センター 函館市西桔梗町５８９番地４６

442 道南食品株式会社 函館市千代台町14番32号

443 株式会社　道南冷蔵　函館工場 北斗市追分3-5-13

444 株式会社　道南冷蔵　恵山工場 函館市高岱町15

445 株式会社トーショウビルサービス 函館市中道１丁目１番１２号

446 株式会社徳建設 函館市美原１丁目４５番６号

447 特定医療法人富田病院 函館市駒場町９番１８号

448 特定非営利活動法人　はあと 北斗市飯生１丁目14番９号

449 特定非営利活動法人　介護福祉協会 北斗市中野通3丁目13番1号

450 特定非営利活動法人日本障害者･高齢者生活支援機構 函館市中島町２５番１８号

451 特別養護老人ホーム　桔梗みのりの里 函館市桔梗1丁目3番8号

452 特別養護老人ホームももハウス 函館市赤川町３９０番地２

453 株式会社ドコモＣＳ北海道　北海道南支店 函館市梁川町５番１０号　プライム函館ＥＡＳＴ３階

454 都市電気株式会社 函館市堀川町27番17号

455 戸沼岩崎建設株式会社 函館市湯川町２丁目２１番２号

456 株式会社富岡電気工事 函館市美原１丁目４１番２号

457 ドミノピザ函館桔梗町店 函館市桔梗町418番地114

458 トヨタＬ＆Ｆ札幌株式会社　函館支店 函館市昭和１丁目２３番６号

459 トヨタカローラ函館株式会社　新世橋店 函館市中島町38番8号

460 トヨタカローラ函館株式会社　海岸通店 函館市広野町2番1号

461 トヨタカローラ函館株式会社　富岡U-Carセンター 函館市富岡町3丁目9番8号

462 トヨタカローラ函館株式会社 函館市昭和４丁目３６番３６号

463 トヨタモビリティパーツ株式会社函館支社 函館市西桔梗町５８９番２５２

464 株式会社トヨタレンタリース函館 函館市杉並町５番20号

465 中市建設株式会社 函館市銚子町８０番地

466 株式会社中川石油 亀田郡七飯町大川1丁目７－２４

467 株式会社　中電設工事 亀田郡七飯町大川5丁目2番22号

468 株式会社中野事業所 北斗市中央２丁目６番３

469 株式会社中浜組躯体興業 函館市高松町575番地131

470 永浜クロス株式会社函館支店 函館市亀田本町６１番１３号

471 有限会社　中浜電気 函館市西桔梗町589番地355

472 中山クレーン興業有限会社 亀田郡七飯町字仁山２５２番地１

473 七飯アサノ生コンクリート株式会社 亀田郡七飯町字中島１５２番地３

474 有限会社七飯ガスナカガワ 亀田郡七飯町大中山２丁目２番４３号

475 株式会社七飯砕石工業 亀田郡七飯町字鳴川町４９４番地

476 有限会社　七飯清掃 亀田郡七飯町大中山6丁目494番地

477 七飯町教育委員会 亀田郡七飯町本町６丁目１番２号

478 七飯町役場 亀田郡七飯町本町６丁目１番１号

479 七飯町役場経済部土木課 亀田郡七飯町本町６丁目１番１号

480 七飯マリア幼稚園 亀田郡七飯町字鳴川5丁目1番17号

481 成田塗装工業株式会社 函館市北美原2丁目8番11号

482 株式会社南木測量設計事務所 函館市本通２丁目17番15号



483 株式会社西川工業所 函館市陣川町８６番地９

484 株式会社　ニチイ学館 函館市本町7－18道銀住友生命ビル５Ｆ

485 日栄電気株式会社 亀田郡七飯町桜町１５９－３

486 日道電建株式会社　道南営業所　函館工事施工部 函館市昭和３丁目35－16西興ハイツ２１階

487 日糧製パン株式会社　函館工場 函館市昭和４丁目23番１号

488 日建片桐リース株式会社函館支店 北斗市開発153番地

489 日産部品北海道販売株式会社函館店 函館市西桔梗町５８９番３０７

490 有限会社　日昇整熱工業 函館市本通４丁目19番３号

491 日商興産　株式会社 函館市柏木町15番27号

492 日清医療食品㈱北海道支店函館営業所 函館市神山１丁目11－１

493 日新建設株式会社 函館市高松町５７２番地４

494 日東自動車工業株式会社 函館市昭和３丁目23番11号

495 日東電気工事株式会社 函館市昭和４丁目１３番１号

496 株式会社ＮＩＰＰＯ函館出張所 北斗市久根別５丁目９５番１号

497 ニッポンレンタカー北海道株式会社函館空港前営業所 函館市高松町569-83

498 日本機設株式会社上磯工場 北斗市谷好１丁目１５１番地

499 日本キャタピラー合同会社函館営業所 亀田郡七飯町字峠下７０番１７

500 日本公防株式会社 北斗市七重浜１丁目８番１号

501 株式会社日本サーモエナー函館営業所 函館市西桔梗町851番地29

502 日本食研株式会社函館営業所 函館市昭和３丁目３６番２６号

503 日本製紙木材株式会社　北海道支店函館営業所 北斗市七重浜４丁目28番１号

504 日本中央競馬会函館競馬場 函館市駒場町１２番２号

505 日本道路株式会社函館出張所 函館市陣川町１００番地の６

506 日本年金機構　函館年金事務所 函館市千代台町26番地３

507 株式会社日本ハウスホールディングス函館支店 函館市美原３丁目１６番２５号

508 日本郵便株式会社　石崎郵便局 函館市石崎町205－３

509 日本郵便株式会社尻岸内郵便局 函館市川上町４８０番地３

510 日本郵便株式会社　七飯郵便局 亀田郡七飯町本町６丁目２番２号

511 日本郵便株式会社　函館北郵便局　集配営業部 函館市美原２丁目13番21号

512 日本郵便株式会社　函館東郵便局 函館市湯川町２丁目９番１号

513 日本郵便株式会社　北斗郵便局 北斗市飯生２丁目１１番１号

514 日本郵便株式会社北斗北郵便局 北斗市本町2丁目７番11号

515 日本郵便株式会社南茅部郵便局 函館市川汲町481番地３

516 株式会社ニューメディア函館センター 函館市桔梗町３７９－３１

517 認定こども園花園大谷幼稚園 函館市花園町１７番地１７

518 認定こども園ききょう幼稚園 函館市西桔梗町２１８番地４３

519 ネクステージ函館北斗 北斗市七重浜７丁目４番28号

520 ネッツトヨタ株式会社　七重浜店 北斗市七重浜７丁目10番５号

521 ネッツトヨタ函館株式会社 函館市美原２丁目７番24号

522 ネッツトヨタ函館株式会社　新道石川店 函館市石川町225番地４

523 ネッツトヨタ函館株式会社　美原店 函館市美原２丁目７番24号

524 株式会社ノース技研 函館市昭和３丁目２３番１号

525 野村證券株式会社　函館支店 函館市本町31番15号

526 野村水産　株式会社 函館市臼尻町２４５番地



527 株式会社野村鉄工所 亀田郡七飯町字中島９番１１号

528 有限会社伯昭商事 北斗市追分４丁目１１番３０号

529 函館トヨタ自動車株式会社 函館市昭和４丁目２２番５号

530 函館あおい認定こども園 函館市美原２丁目４６番１０号

531 函館運搬機整備株式会社 函館市昭和３丁目３２番１号

532 函館大沼鶴雅リゾートエプイ 亀田郡七飯町字大沼８５－９

533 函館開発建設部函館道路事務所 北斗市追分４丁目１１番２号

534 函館環境衛生株式会社 函館市金堀町５番２３号

535 函館共愛会　愛泉寮 函館市中島町３５番７号

536 函館クリーン事業協業組合金堀事業所 函館市金堀町５番２３号

537 函館クリーン事業協業組合美原事業所 函館市美原３丁目３１番19号

538 株式会社函館クレーン 函館市陣川町４７番２号

539 はこだてケアセンターそよ風 函館市湯川町２丁目14番22号

540 はこだて広域森林組合 北斗市本町１丁目１番１号

541 函館厚生院百楽園 函館市高丘町３番１号

542 函館厚生院くるみ学園 函館市亀田中野町38番地11

543 株式会社函館古紙センターいましま 函館市日之出町１８番１３

544 函館五稜郭病院 函館市五稜郭町３８番３号

545 函館三育小学校 函館市桔梗５丁目２６番１号

546 函館三協通信株式会社 函館市中道１丁目１４番１号

547 函館市排水設備指定業者協同組合 函館市金堀町10番22号

548 株式会社函館ジーワイ 函館市西桔梗町５８９番１０６号

549 函館市恵山支所 函館市日ノ浜町１２７番地

550 函館市亀田農業協同組合 函館市昭和４丁目４２番４０号

551 函館市環境部埋立処分場 函館市東山町150番地１

552 函館市環境部環境総務課 函館市日乃出町２６番２号

553 函館市環境部清掃事業課 函館市日乃出町２６番２号

554 函館市企業局南部下水終末処理場汚水処理施設 函館市金堀町10番２号

555 函館市企業局　赤川高区浄水場 函館市赤川町443番地

556 函館市企業局交通部駒場庁舎 函館市駒場町１５番１号

557 函館市北消防署 函館市美原３丁目３６番１０号

558 函館市子ども未来部次世代育成課 函館市五稜郭町23番1号

559 函館市子ども未来部母子保健課 函館市五稜郭町23番１号

560 函館市地域包括支援センター亀田 函館市昭和１丁目23－８

561 函館市地域包括支援センターゆのかわ 函館市湯川町３丁目２９番１５号

562 函館市戸井支所 函館市館町３番地１

563 函館市椴法華支所 函館市新浜町１５６番地１

564 函館市東消防署 函館市高松町２６９番地２

565 函館市東消防署　小安出張所 函館市小安町525番地１

566 函館市東消防署日ノ浜出張所 函館市日ノ浜町170番地７

567 函館市東消防署　南茅部支署 函館市川汲町1520番地２

568 函館市福祉事務所湯川福祉課 函館市湯川町２丁目４０番１３号

569 函館市保健福祉部亀田福祉課 函館市美原１丁目２６番８号

570 函館市南茅部支所 函館市川汲町1520番地



571 函館少年刑務所 函館市金堀町６番１１号

572 株式会社函館新成建材 函館市西桔梗町587番地の18

573 函館スズキ販売株式会社 函館市亀田本町３７番６号

574 はこだて清掃株式会社 函館市上湯川町３１４番地

575 函館税務署 函館市中島町37番１号

576 函館赤十字病院 函館市堀川町６番21号

577 函館造林企業組合 函館市松陰町３１番１６号

578 函館大学付属柏稜高等学校 函館市柏木町１番34号

579 函館大学付属有斗高等学校 函館市湯川町２丁目４３番１号

580 株式会社函館中央自動車学校 函館市西桔梗町５１５番地１

581 函館中央病院 函館市本町33番２号

582 函館中央三菱自動車販売株式会社 函館市石川町１５番地１

583 函館トヨペット株式会社 函館市石川町１６９番地３５

584 株式会社函館なとり 北斗市清水川１４２番地１２

585 函館日産自動車株式会社 函館市石川町６０番地

586 函館エヌ・デー・ケー株式会社 函館市鈴蘭丘町３番地63

587 函館バス商会株式会社 函館市昭和３丁目35番18号

588 函館バス商会株式会社整備事業部 函館市高盛町１０番１号

589 函館日野自動車株式会社 北斗市萩野３３番地８１

590 函館訪問看護ステーション 函館市乃木町5番30号

591 函館北斗王子林産株式会社 北斗市村山165番地

592 函館舗道株式会社　北斗営業所 北斗市久根別5丁目95番1号

593 株式会社　函館丸井今井 函館市本町３２番１５号

594 函館三菱ふそう自動車販売株式会社 函館市昭和３丁目３２番２６号

595 函館めぐみ幼稚園 函館市桔梗町４３３番４３

596 函館ヤナセ株式会社 北斗市追分２丁目１番１号

597 株式会社函館酪農公社 函館市中野町１１８番地

598 はこだて療育・自立支援センター 函館市湯川町2丁目39番26号

599 株式会社はこだてわいん 亀田郡七飯町字上藤城11番地

600 株式会社羽衣運輸 亀田郡七飯町字大沼町815－２

601 株式会社間建設 函館市東山３丁目１４番２５号

602 株式会社橋本建設 函館市西桔梗町８３２番地３０

603 株式会社　ハセガワストア 函館市中道2丁目14番16号

604 株式会社花びしホテル 函館市湯川町１丁目１６番１８号

605 株式会社羽根道南営業所 北斗市七重浜１丁目２番１号

606 株式会社馬場本商店 函館市西桔梗町１１２番地２

607 株式会社林商店 亀田郡七飯町本町５丁目４番５号

608 原工業　株式会社　上磯工場 北斗市谷好1-151　太平洋セメント株式会社上磯工場内

609 株式会社ハンダ 函館市西桔梗町５８９番地１２４

610 株式会社バンビーノ 函館市神山町１丁目２０番１０号

611 HEROES　International　School 函館市昭和２－２３－１５

612 東日本フード株式会社北海道事業部函館営業部 函館市西桔梗町５８９番地２８５

613 東前温泉　しんわの湯 北斗市東前85－5

614 光興業　株式会社 亀田郡七飯町字藤城172-12



615 ピザハット函館美原店 函館市美原３丁目２７－１

616 日立建機日本株式会社　函館営業所 北斗市七重浜８丁目５番２３号

617 有限会社　ひだまり 函館市高松町430番地12

618 日乃出食品株式会社 亀田郡七飯町緑町３丁目２番１号

619 日の出製麺株式会社 北斗市萩野３３番地８３

620 有限会社平野電気 北斗市谷好４丁目３番１２号

621 株式会社平林組 函館市本通１丁目２５番１７号

622 株式会社広正園 函館市石川町２４２番地６

623 株式会社ファミリーマート道南営業所 函館市美原５丁目19番５号

624 株式会社福地建装 北斗市中野通324番地

625 富国産業株式会社 函館市広野町２番３号

626 藤商事株式会社 北斗市七重浜7丁目13番4号

627 株式会社ふじでん 函館市昭和４丁目14番６号

628 株式会社　富士薬品函館営業所 函館市桔梗町３丁目41番７号

629 株式会社　不二屋本店 函館市西桔梗町589番地46

630 株式会社　フジワラ 北斗市追分3丁目2番7号

631 有限会社船越自動車板金 函館市西桔梗町８５９番地４

632 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
北海道エリア道南販売本部函館営業所

函館市石川町１８０番地４１

633 ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社函館店 北斗市清水川226番14

634 株式会社フレンドリーベア 亀田郡七飯町字大沼町746

635 株式会社プロテック 北斗市追分３丁目６番９号

636 株式会社フロンティア　函館営業所 函館市石川町３１７－６

637 株式会社ベーネ函館ベーネ函館いしかわ 函館市石川町４６４番地１

638 株式会社弁釜函館工場 北斗市追分３丁目２番１０号

639 北栄測量設計株式会社 函館市深堀町11番22号

640 株式会社　北彩 函館市西桔梗町８４９番地３０

641 株式会社北任 函館市陣川１丁目13番２号

642 株式会社北信工函館営業所 亀田郡七飯町緑町２丁目２番５７号

643 有限会社北相電通 函館市桔梗町59-293

644 株式会社北斗仮設 北斗市谷好４丁目２番18号

645 北斗興業株式会社 北斗市七重浜６丁目４番１号

646 北斗市総合分庁舎 北斗市本町１丁目１番１号

647 北斗市役所 北斗市中央１丁目３番10号

648 ホクモウ株式会社　函館営業所 函館市赤川町9番地1

649 有限会社　北友電気 北斗市谷好1－151　太平洋セメント株式会社構内

650 株式会社北洋銀行五稜郭公園支店 函館市本町７番１６号

651 株式会社北洋銀行　美原支店 函館市美原１丁目12番５号

652 株式会社北洋舎クリーニング工場七飯工場 亀田郡七飯町字中島205番3号

653 株式会社北陸銀行　五稜郭支店 函館市本町12番１号

654 株式会社保健科学研究所 函館市日吉町１丁目19番６号

655 株式会社保工北海道函館営業所 北斗市追分３丁目２番11号

656 ホシザキ北海道株式会社函館営業所 函館市富岡町2丁目17-20

657 有限会社干場自動車整備工場 北斗市七重浜７丁目３番１８号

658 北海アウル石油販売株式会社 北斗市中央2丁目5番11号



659 株式会社北海カーペットクリーニングサービス 函館市西桔梗町５１９番地１６

660 株式会社北海大伸工業 函館市赤川町５５９番地３４

661 北海道いすゞ自動車株式会社函館支店 北斗市清水川１４２番地の５

662 北海道エアポート株式会社函館空港事業所 函館市高松町511番地

663 北海道エナジティック株式会社 函館市昭和３丁目29番29号

664 北海道大野農業高等学校 北斗市向野２丁目２６番１号

665 北海道渡島総合振興局東部森林室 函館市美原４丁目６番１６号

666 北海道渡島総合振興局産業振興部水産課 函館市美原４丁目６番１６号

667 北海道渡島総合振興局函館建設管理部 函館市美原４丁目６番１６号

668 北海道渡島総合振興局函館建設管理部事業室事業課 函館市美原１丁目47番８号

669 北海道渡島総合振興局　保健環境部　環境生活課 函館市美原４丁目６番16号

670 北海道渡島総合振興局　保健環境部保健行政室 函館市美原４丁目６番16号

671 北海道川崎建機株式会社函館支店 北斗市追分３丁目２番３号

672 北海道軌道施設工業株式会社函館支店函館第二出張所 亀田郡七飯町字峠下７０番地１２

673 北海道軌道施設工業株式会社函館支店　函館第一出張所 亀田郡七飯町字峠下70-12

674 北海道軌道施設工業株式会社函館新幹線出張所 亀田郡七飯町飯田町２００番地

675 北海道キヨスク株式会社みかど弁当工場 亀田郡七飯町字中島５番３号

676 北海道キリンビバレッジ株式会社道南支社 函館市本町３番12号カーニープレイス函館４Ｆ

677 株式会社北海道銀行函館支店 函館市本町７番１８号

678 株式会社北海道クボタ　北斗営業所 北斗市開発２２７番地１２

679 北海道警察情報通信部　函館方面情報通信部 函館市五稜郭町１５番５号

680 北海道警察函館方面函館中央警察署 函館市五稜郭町１５番５号

681 北海道警察函館方面本部警備課 函館市五稜郭町１６番１号

682 北海道警察函館方面本部警務課 函館市五稜郭町１５番５号

683 北海道警察函館方面本部交通課 函館市五稜郭町16番１号

684 北海道警察函館方面本部生活安全課 函館市五稜郭町１６番１号

685 北海道警察函館方面本部地域課 函館市五稜郭町15番５号

686 北海道警察函館方面本部交通課函館運転免許試験場 函館市石川町１４９番地の２３

687 北海道警察函館方面本部捜査課 函館市五稜郭町１５番５号

688 株式会社北海道建設新聞社函館支社 函館市五稜郭町１番14号

689 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 函館市西桔梗町861番地２

690 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社函館サービス課 函館市西桔梗町８６１番地２

691 北海道ジェネリック株式会社函館支店 函館市本町29番20

692 北海道酒類販売株式会社函館支社 函館市西桔梗町８２１番地１

693 北海道新幹線渡島トンネル（台場山）ＪＶ出張所 亀田郡七飯町桜町412－１

694 有限会社北海道新聞谷川販売所 函館市富岡町３丁目６番１号

695 北海道新聞　函館支社 函館市五稜郭町31番３号

696 北海道スバル株式会社　函館神山店 函館市中道２丁目53番７号

697 北海道赤十字血液センター　函館事業所 函館市日之出町２３番８号

698 北海道セキスイハイム株式会社道南支店函館エリア 函館市富岡町３丁目１０番２０号

699 株式会社北海道畜産公社函館工場 函館市西桔梗町５５５番地の５

700 北海電気工事株式会社　函館支店 函館市西桔梗町849番地３

701 北海電気工事株式会社　函館電力保守センター 函館市富岡町１丁目２番１号

702 北海道電力株式会社　函館水力センター 函館市富岡町１丁目２番１号



703 北海道電力ネットワーク株式会社函館支店電力部 函館市富岡町１丁目２番１号

704 北海道乳業株式会社 函館市昭和３丁目６番６号

705 北海道農業共済組合みなみ統括センター道南支所 北斗市東前７４番地２

706 北海道函館児童相談所 函館市中島町37番８号

707 北海道ハニューフーズ株式会社函館営業所 北斗市追分３丁目２番８号キョーツー㈱FK５物流センター２階

708 株式会社北海道日立函館支店 函館市西桔梗町８５８番地５

709 北海道日通プロパン販売株式会社函館営業所 亀田郡七飯町字中島２０８番１

710 北海道ベンディング株式会社函館事業所 函館市西桔梗町８６１番地２

711 北海道旅客鉄道株式会社函館新幹線工務所 亀田郡七飯町字飯田町200

712 北海道旅客鉄道株式会社函館新幹線総合車両所 亀田郡七飯町字飯田町２３３－１

713 北海道旅客鉄道株式会社函館新幹線電気所 亀田郡七飯町字飯田町200

714 北海道旅客鉄道株式会社函館保線所大沼保線管理室 亀田郡七飯町字大沼鉄道用地

715 北海道労働金庫函館支店 函館市柏木町６番４１号

716 北興通信株式会社 函館市桔梗４丁目４番１６号

717 ホテル函館ひろめ荘 函館市大船町832番地２

718 株式会社ポラリス　ポラリスひろば人見教室 函館市人見町21番６号

719 株式会社ホリカワ 北斗市追分３丁目３番１０号

720 ホンダカーズ南北海道株式会社　北斗大野新道店 北斗市追分２丁目１６番３号

721 株式会社　ホンダクリオ函館 函館市中道2丁目53番地1号

722 株式会社ホンマファシリティーズ北斗営業所 北斗市七重浜２丁目37番５号

723 有限会社マークス　銀のさら函館中央店 函館市深掘町１３番７号

724 前側石油株式会社カーライフシステム部 函館市西桔梗町589番地の106

725 前田･西部･協成･森川　特定建設工事共同企業体　渡島トンネル 北斗市市渡788-16

726 前田道路株式会社函館営業所 北斗市久根別５丁目９５番１３号

727 マックスバリュ石川店 函館市石川町226番地６

728 有限会社松田砕石 亀田郡七飯町字鳴川町１８３番地

729 有限会社　松田電設 亀田郡七飯町本町３丁目18番34号

730 株式会社松本組七飯支店 亀田郡七飯町桜町１丁目５番５号

731 有限会社　松山オートパーツ 函館市西桔梗町862番地４

732 株式会社丸伊小林建設 函館市美原５丁目４４番２５号

733 株式会社マルエイ柴田土建 亀田郡七飯町字大中山１３７番地

734 有限会社マルカ水産 函館市弁才町３６３番地

735 丸果函館合同青果株式会社 函館市西桔梗町589番地25

736 マルキチ食品株式会社 函館市宇賀浦町18番10号

737 有限会社マルシチ村上漁業 函館市尾札部町２００６番地

738 株式会社丸上青果 函館市西桔梗町５８９番地２５

739 株式会社丸升増田本店函館支店 函館市西桔梗町２５２－５６

740 株式会社マルトヨ渡島土木 函館市湯浜町１０番２７号

741 株式会社マルベリー　さわやかセンター函館 函館市昭和３丁目35番地28

742 株式会社　丸豆岡田製麺 亀田郡七飯町中島13-1

743 株式会社マロケン東山資材センター 函館市東山町１１８番地１３３

744 株式会社　みうら保険事務所 函館市本通4丁目34番5号

745 三方設備工業株式会社 函館市亀田中野町３４１番地１

746 ミサワホーム北海道株式会社函館支店 函館市神山１丁目９番１号



747 水島道路株式会社 亀田郡七飯町大川10丁目317番地10

748 美鈴商事株式会社 函館市上湯川町１番１号

749 株式会社　水沼設備工業 函館市山の手1丁目33番22号

750 株式会社　みちのく銀行柏木町支店 函館市柏木町11番38号

751 株式会社　みちのく銀行ききょう支店 函館市桔梗１丁目３番５号

752 株式会社三豊函館工場 北斗市追分４丁目２番８号

753 三菱電機ビルソリューションズ株式会社函館営業所 函館市五稜郭町１番１４号

754 三本珈琲株式会社函館支店 函館市本通2丁目13番24号

755 南渡島消防事務組合北斗消防署 北斗市中央２丁目６番６号

756 南渡島消防事務組合　七飯消防署 亀田郡七飯町桜町２丁目３番１号

757 南かやべ漁業協同組合 函館市臼尻町１５４番地の２

758 みなみかやべ荘 函館市川汲町９８６番地１３

759 南北海道ヤクルト販売株式会社 函館市昭和１丁目２４番２４号

760 株式会社みはらドコモショップ美原店 函館市美原３丁目８番８号

761 宮坂金商株式会社 函館市西桔梗町９番地の１０

762 宮崎容器株式会社 函館市金堀町５番３５号

763 有限会社宮下配管工業所 函館市東山町143番地158

764 三好建設工業株式会社 函館市川上町５６３番地

765 株式会社村上商店 北斗市七重浜１丁目８番１０号

766 株式会社村山防災設備 函館市湯川町１丁目１２番１９号

767 明光産業株式会社 函館市梁川町１７番１９号

768 明治フレッシュネットワーク株式会社北海道支社函館支店 北斗市追分３丁目２－６

769 名美興業株式会社 函館市梁川町1番5号

770 メイホク食品株式会社 北斗市清水川２２０番地１

771 株式会社メタルアート安藤 函館市西桔梗町683番地

772 株式会社メディカルシャトー函館 函館市美原２丁目５０番２号

773 株式会社メディセオ　函館支店 函館市亀田本町67番30号

774 株式会社メデック 函館市鈴蘭丘町３番地１３３

775 株式会社もっかいトラスト函館営業所 函館市西桔梗町８６０番地５

776 株式会社　モリチクリーニング 亀田郡七飯町峠下70-14

777 有限会社文字堂 函館市赤坂町８番地1

778 有限会社　安川新聞販売所 函館市本通2-51-5

779 株式会社山内商店 函館市中浜町１１３番地

780 株式会社　山口工業 函館市陣川町103番地184

781 有限会社ヤマダイ尾上漁業部 函館市木直町４０１番地

782 株式会社ヤマダデンキ　家電住まいる館函館本店 函館市美原２丁目14－１

783 株式会社ヤマチコーポレーションきたえるーむ函館桔梗店 函館市桔梗１丁目１番９号

784 株式会社山丁長谷川商店 函館市広野町５番８号

785 株式会社山丁林業 函館市金堀町８番１４号

786 株式会社ヤマツ 函館市西桔梗町５３７番地４

787 株式会社ヤマテ小川 函館市臼尻町１８５番地１

788 有限会社　大和警備保障 函館市桔梗5丁目36番1号

789 株式会社　山松松田商店 北斗市清水川262-2

790 山本鉄工株式会社 函館市西桔梗町８５５番８



791 ヤンマーアグリジャパン株式会社函館支店 北斗市萩野３３番６８

792 ヤンマー舶用システム株式会社函館支店 北斗市七重浜８丁目２８番１号

793 雄伸工業　株式会社 北斗市東浜1丁目10番22号

794 株式会社ゆうちょ銀行函館店 函館市美原２丁目13番21号

795 UDトラックス北海道株式会社函館支店 北斗市七重浜８丁目１３番２４号

796 株式会社ユニ 函館市美原４丁目７番22号

797 株式会社ユニリース函館支店 函館市高松町５７１番地５

798 株式会社　湯川清掃 函館市戸倉町23番1号

799 湯の川観光ホテル祥苑 函館市湯川町２丁目４番２０号

800 株式会社湯の川プリンスホテル 函館市湯川町１丁目２番２５号

801 養護老人ホームまろにえ 函館市西旭岡町３丁目239番地２

802 幼保連携型認定こども園浜分こども園 北斗市七重浜５丁目11番８号

803 株式会社ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー函館営業所 北斗市清水川１４２番地２５

804 横山興業株式会社 北斗市本郷208番地３

805 横山石油　株式会社 北斗市本町１丁目16番６号

806 株式会社吉田事業所 函館市小安町７５番地

807 吉田西豊建設株式会社　台場出張所 亀田郡七飯町桜町４１２－１

808 株式会社　吉田土木工業 北斗市追分2丁目56番3号

809 吉田直土木株式会社大沼工事事務所 亀田郡七飯町字大沼町184番地５

810 ライフプレステージ白ゆり乃木 函館市乃木町４番地52

811 ライフプレステージ白ゆり富岡 函館市富岡町１丁目23番12号

812 ライフプレステージ白ゆり北斗 北斗市七重浜５丁目８番１７号

813 ラウンドワンスタジアム函館店 函館市西桔梗町８４８－１１

814 陸上自衛隊函館駐屯地 函館市広野町６番１８号

815 株式会社ＬＩＸＩＬ道南支店函館営業所 函館市石川町３１４番地５

816 リコージャパン株式会社函館事業所 函館市本通1丁目22番22号

817 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ 函館市中道１丁目５番５号

818 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ赤川 函館市赤川１丁目２番１号

819 リハビリ特化型デイサービスカラダラボ函館湯川 函館市湯川町３丁目４４番１７号

820 株式会社リホーム 北斗市七重浜７丁目１４番１８号

821 龍文堂印刷株式会社 函館市日之出町２８番２号

822 株式会社ルネサンススポーツクラブルネサンス函館２４ 函館市鍛治２丁目６番１５号

823 株式会社レインボー薬局 北斗市久根別1丁目26番66号

824 ロジスネクスト北海道株式会社函館支店 函館市西桔梗町849番12

825 株式会社ワイエスフーズ函館工場 函館市銚子町９７番地

826 渡辺建設株式会社 函館市鍛治１丁目５番８号

827 株式会社　ワタナベ電器 亀田郡七飯町字大沼町817番地4

828 渡辺パイプ株式会社函館サービスセンター 函館市西桔梗町818番地11

829 株式会社和田配管工業 北斗市久根別１丁目２３番２号


