
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亀田港町 函館市亀田港町４３－１８

2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社北海道支店函館自動車営業課 函館市若松町１４番１０号函館ツインタワー８階

3 有限会社赤坂葬祭 函館市大縄町２番１０号

4 株式会社アスクゲートプラス 函館市若松町２６－７

5 株式会社　Ｅ保険プランニング　函館第一営業所 函館市万代町14-33ナカノ興産ビル１Ｆ

6 医療法人深瀬医院 函館市松川町３０番１２号

7 医療法人雄心会　函館おおてまちクリニック 函館市大手町1番21号

8 株式会社魚長食品 函館市豊川町１２番１２号

9 梅田株式会社 函館市豊川町４番７号

10 株式会社　ウロコマシナリー 函館市追分町6－12

11 エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社　函館技術センタ 函館市千歳町１８－１１

12 株式会社エスイーシー 函館市末広町２２番１号

13 有限会社　エスエス和晃 函館市白鳥町11番18号

14 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道　北海道南支店 函館市東雲町14番８号

15 ㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ｴﾑｲｰ ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ事業本部　北海道事業所 函館市東雲町14－8NTT東雲ビル

16 NTTアノードエナジー株式会社東日本事業本部北海道支店 函館市東雲町14-8　NTT東雲ビル3階

17 株式会社FPパートナー　函館支社 函館市若松町7-16　アルファ函館ビル2F

18 ＭＳ北海道株式会社函館支店 函館市若松町１４番１０号函館ツインタワー７階

19 エム･シー･ヘルスケア株式会社　函館サプライセンター 函館市上新川町１番５号

20 株式会社　エラン 函館市若松町２－５明治安田生命函館ビル６F

21 王子木材緑化株式会社　北海道支店　函館営業所 函館市浅野町５－２３

22 大槻食材株式会社 函館市東雲町７番１１号

23 株式会社オカモト　ＪＯＹＦＩＴ２４ＬＩＴＥ函館海岸町 函館市海岸町11番38号

24 株式会社オザワ 函館市北浜町５番28号

25 海上自衛隊函館基地隊 函館市大町１０番３号

26 海上無線電機株式会社 函館市大町７番１３号

27 花王グループカスタマーマーケティング㈱北海道支社函館オフィス 函館市若松町２番５号明治安田生命函館ビル５F

28 花王フィールドマーケティング株式会社北海道地区函館エリア 函館市若松町２番５号明治安田生命函館ビル５F

29 学校法人遺愛学園遺愛幼稚園 函館市元町４番１号

30 学校法人函館カトリック学園認定こども園元町白百合幼稚園 函館市元町１５番３０号

31 学校法人藤学園　函館藤幼稚園 函館市宮前町２６番６号

32 金丸富貴堂　株式会社 函館市亀田町16番27号

33 株式会社　曲小　小倉工務店 函館市亀田町17番2号

34 兼政藤原水産株式会社 函館市東川町２番１５号

35 樺電工業株式会社 函館市港町１丁目３２番３７号

36 有限会社亀田コンクリート工業所 函館市亀田港町５９番２０

37 株式会社川村組土建 函館市亀田町２１番４０号

38 株式会社かんぽ生命保険函館支店 函館市新川町１番６号

39 北ガスサービス株式会社　カスタマーセンター函館 函館市万代町８番１号北ガス函館支店内

40 北ガスフレアスト函館南株式会社 函館市豊川町２２番１３号

41 北日本石油株式会社函館販売支店 函館市東雲町８番１２号

＜函館西警察署＞



42 株式会社キタワラ 函館市末広町１５番３号

43 キヤノンシステムアンドサポート株式会社函館営業所 函館市若松町６番７号三井生命若松町ビル２階

44 及能株式会社倉庫部 函館市豊川町26－19

45 共栄火災海上保険株式会社北海道支店函館支社 函館市新川町23番25号

46 協栄廃棄物処理有限会社 函館市海岸町21番14号

47 協和石油株式会社 函館市末広町２１番１７号

48 ぎょれんマリノサポート　株式会社　函館支店 函館市豊川町11番9号

49 グッドフィールド株式会社 函館市松風町１６－１１

50 有限会社小泉葬儀社 函館市弁天町２番１５号

51 公益社団法人函館市シルバー人材センター 函館市若松町33番６号

52 公益社団法人函館市医師会函館市医師会健診検査センター 函館市田家町５番１６号

53 株式会社合食函館工場 函館市港町２丁目１４－１１

54 合同容器株式会社函館事業部 函館市港町１丁目３２番３４号

55 廣辯株式会社　ハートToハート北浜 函館市北浜町５番12号

56 興和商事株式会社 函館市末広町２２番２２号

57 国立大学法人北海道大学大学院水産科学研究院 函館市港町３丁目１番１号

58 株式会社五晃建設 函館市白鳥町１３番４号

59 株式会社五島軒 函館市末広町４番５号

60 株式会社小林土木工業所 函館市亀田港町２４番１８号

61 齊藤建設株式会社 函館市田家町15番12号

62 財務省函館税関 函館市海岸町２４番４号

63 札幌交通機械株式会社函館車両支店 函館市港町１丁目１番１号

64 ＪＲ北海道函館電気所 函館市港町１丁目５番７号

65 ジェイアール北海道エンジニアリング株式会社　函館技術支店 函館市吉川町5番33号

66 株式会社　地主建具製作所 函館市浅野町5番1号

67 株式会社シマヤ函館営業所 函館市追分町９番37号

68 有限会社清水綜合グループ 函館市白鳥町１９番２８号

69 社会医療法人高橋病院 函館市元町３２番１８号

70 社会医療法人高橋病院介護老人保健施設ゆとりろ 函館市宝来町１４番２７号

71 社会福祉法人　かいせい 函館市追分町５番23-２号

72 社会福祉法人純心福祉会谷地頭緑蔭園 函館市谷地頭２３番５号

73 社会福祉法人函館鴻寿会ケアステーションこうじゅ 函館市亀田町７番１号

74 社会福祉法人函館松寿会　函館はくあい園 函館市吉川町３番１６号

75 社会福祉法人函館大庚会 函館市松風町18番15号

76 社会福祉法人函館市社会福祉協議会 函館市若松町３３番６号

77 株式会社ジャックス函館支店 函館市若松町２番５号明治安田生命ビル５階

78 宗教法人髙龍寺 函館市船見町２１番１１号

79 株式会社十字街むさしや 函館市末広町５番21号

80 市立函館病院 函館市港町１丁目１０番１号

81 株式会社菅原組 函館市浅野町４番16号

82 株式会社鈴木商会函館港町埠頭ストックヤード 函館市港町２丁目３２番

83 株式会社スズケン函館支店 函館市千歳町１番１２号

84 株式会社青函設備工業 函館市宝来町23番５号



85 青函フェリー株式会社 函館市浅野町5番22号

86 全国共済農業協同組合連合会北海道本部函館駐在 函館市宮前町33番13号

87 全国共済農業協同組合連合会北海道本部
函館自動車損害調査サービスセンター

函館市宮前町33番13号

88 相馬商事株式会社 函館市吉川町７番２０号

89 相馬株式会社 函館市大町９番１号

90 第一環境株式会社　函館営業所 函館市末広町５番１４号函館市企業局内

91 株式会社第一岸本臨床検査センター函館営業所 函館市八幡町３番１２号

92 ダイハツ北海道販売株式会社　函館北浜店 函館市北浜町１０番３１号

93 大明工業株式会社 函館市栄町１２番１８号

94 株式会社太洋 函館市北浜町１０番３４号

95 株式会社高木組 函館市東雲町１９番１３号

96 株式会社髙橋建材店 函館市吉川町３番１３号

97 宝産業株式会社 函館市大縄町２３番５号

98 株式会社竹田食品 函館市浅野町３番１０号

99 株式会社竹山函館支店 函館市吉川町5番41号

100 辰己商事株式会社 函館市千歳町11番4号

101 株式会社田中組函館支店 函館市吉川町７番１０号

102 田辺商事株式会社函館営業所 函館市浅野町１番１号

103 タマツ電機工業株式会社 函館市港町３丁目１８番３８号

104 津軽海峡フェリー株式会社 函館市港町3丁目19番2号

105 月館測量設計株式会社 函館市宮前町２０番６号

106 株式会社対馬電設 函館市亀田港町９番17号

107 株式会社　ティーバイティーホールディングス函館店 函館市北浜町8-28

108 株式会社テーオー総合サービス 函館市港町１－１７－８

109 株式会社テーオーホールディングス 函館市港町３丁目１８番１５号

110 株式会社テーオーフォレスト木材事業部函館支店 函館市港町３丁目18番15号

111 株式会社　寺岡システム 函館市大森町21番地12

112 有限会社　道新いけまつ 函館市末広町2-10

113 道南石油株式会社 函館市大町９番20号

114 道南石油株式会社入舟町油槽所 函館市入舟町１７番１８号

115 道南いさりび鉄道株式会社五稜郭分室 函館市港町1丁目1番49号

116 道南いさりび鉄道株式会社 函館市若松町12番５号

117 道南うみ街信用金庫 函館市上新川町１番25号

118 道南食糧工業株式会社 函館市栄町２番７号

119 株式会社道南ラルズ　スーパーアークス港町店宅配事業部 函館市港町１丁目２番１号

120 東邦薬品株式会社　函館大島営業所 函館市大手町１０番１７号

121 同盟石油株式会社函館支店 函館市海岸町２３番１１号

122 東洋建物管理株式会社　函館支社 函館市大縄町９番１９号

123 有限会社　東和警備 函館市大川町6番6号

124 株式会社東和電機製作所 函館市吉川町６番２９号

125 東和薬品株式会社函館営業所 函館市大川町１番２１号函館大川ビル２Ｆ

126 特定非営利活動法人福祉サービス協会わかくさ 函館市田家町18番26号

127 株式会社中山薬品商会 函館市万代町２０番１０号



128 成沢機器株式会社 函館市宮前町１６番１号

129 日新産業株式会社 函館市吉川町８番４号

130 日本放送協会　函館放送局 函館市千歳町１３番１号

131 日本郵便株式会社函館中央郵便局第二集配営業部 函館市新川町１番６号

132 日本郵便株式会社函館中央郵便局第一集配営業部 函館市新川町１番６号

133 株式会社　日本旅行北海道　函館支店 函館市港町1丁目2番1号　ﾎﾟｰﾙｽﾀｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝターＣ棟２Ｆ

134 株式会社布目 函館市浅野町４番１７号

135 ネッツトヨタ函館株式会社　駅SiDe店 函館市海岸町19番19号

136 株式会社博善社 函館市末広町１０番１２号

137 株式会社はこせき 函館市吉川町３番41号

138 函館海上保安部 函館市海岸町２４番４号

139 函館開発建設部函館港湾事務所 函館市海岸町２５番７号

140 函館開発建設部 函館市大川町１番２７号

141 株式会社函館国際ホテル 函館市大手町５番10号

142 函港作業株式会社 函館市万代町１９番３２号

143 函館酸素株式会社 函館市浅野町１番３号

144 函館市役所総務課 函館市東雲町４番１３号

145 函館市企業局　管理部総務課 函館市末広町５番１４号

146 函館市企業局　上下水道部管路整備室 函館市末広町５番１４号

147 函館市教育委員会学校教育部教育政策推進室学校再編・地域連携課 函館市東雲町４番13号

148 函館市消防本部 函館市東雲町５番９号

149 函館高砂母子ホーム 函館市若松町36番25号

150 函館市土木部 函館市東雲町４番１３号

151 函館市松陰母子ホーム 函館市若松町35-16

152 株式会社　函館新聞社 函館市港町1丁目17番8号

153 函館どつく株式会社函館造船所 函館市弁天町２０番３号

154 函館米穀株式会社 函館市万代町２０番２８号

155 株式会社函館マツダ 函館市宮前町３０番６号

156 函館丸和港運株式会社 函館市海岸町２３番９号

157 函館山ロープウェイ株式会社 函館市元町19番７号

158 橋谷株式会社函館支店 函館市海岸町２２番１０号

159 株式会社馬場義肢製作所 函館市豊川町15番17号

160 原工業　株式会社 函館市浅野町5番3号

161 株式会社　春木商店 函館市海岸町18番31号

162 坂内タイル工業株式会社 函館市大手町２番８号

163 株式会社美光インテリア 函館市田家町８番２６号

164 有限会社　樋本塗装所 函館市宮前町32番２号

165 福島工業株式会社 函館市浅野町4番16号

166 株式会社富士サルべージ 函館市大町８番２５号

167 有限会社藤電機システム 函館市北浜町２番３号

168 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 函館市若松町７番15号小笠原ビル3階

169 (株)船田無線電機商会 函館市浅野町１番６号

170 株式会社ベストヨコヤマ 函館市海岸町6番13号



171 株式会社ベルコ函館支社 函館市田家町１８番１３号

172 北船興業株式会社 函館市弁天町２０番６号

173 ほくでんサービス株式会社函館支店 函館市千歳町２５番１５号

174 北燃商事株式会社函館営業所 函館市亀田町１４番４号

175 株式会社ほくやく　函館支店 函館市吉川町５番４１号

176 株式会社北洋銀行函館中央支店 函館市若松町１５番７－１１号

177 株式会社北陸銀行函館支店 函館市若松町２０番１号

178 ホクレン農業協同組合連合会函館支所 函館市宮前町３３番１３号

179 北海電気工事株式会社函館支店技術グループ 函館市千歳町２５番１５号

180 北海道エネルギー株式会社　道南支店 函館市浅野町１番１号

181 北海道ガス株式会社函館支店 函館市万代町８番１号

182 北海道教育大学函館校 函館市八幡町１番２号

183 北海道キリンビバレッジサービス株式会社　函館支店 函館市宮前町11番7号

184 株式会社北海道銀行函館駅前支店 函館市若松町２０番１号

185 北海道警察函館方面函館西警察署 函館市海岸町１１番２７号

186 北海道スバル株式会社函館北浜店 函館市北浜町４番２０号

187 北海道電力ネットワーク株式会社函館支店 函館市千歳町２５番１５号

188 北海道電力株式会社函館支社 函館市千歳町２５番１５号

189 株式会社北海道日水 函館市海岸町２３番７号

190 北海道農政事務所　函館地域拠点 函館市新川町25番18号

191 北海道富士電機株式会社函館営業所 函館市海岸町５番１８号

192 北海道旅客鉄道株式会社　函館保線所　函館保線管理室 函館市港町１丁目５番６号

193 北海道旅客鉄道株式会社函館保線所 函館市亀田港町１４番３号

194 北海道和光純薬株式会社函館営業所 函館市吉川町６番５号

195 株式会社北弘電社　函館支社 函館市万代町２１番９号

196 本郷計測機株式会社 函館市末広町１０番３号

197 ホンダカーズ南北海道株式会社函館亀田店 函館市亀田町６番３２号

198 前側石油株式会社 函館市大手町３番１号

199 株式会社ま印水産 函館市弁天町２３番１８号

200 増田木材株式会社 函館市大縄町２２番２３号

201 株式会社松本組 函館市吉川町４番３０号

202 丸栄堀川紙器株式会社 函館市東雲町９番９号

203 株式会社マルカツ興産 函館市豊川町１２番１２号

204 有限会社マルキン商事 函館市松川町１番１号

205 株式会社マルゼンシステムズ 函館市末広町２２番２１号

206 有限会社　丸山燃料店 函館市新川町33番5号

207 株式会社みずほ銀行　函館支店 函館市若松町16番６号

208 株式会社三田商店函館支店 函館市田家町１６番３１号

209 株式会社みちのく銀行函館営業部 函館市千歳町９番１０号

210 三井住友海上火災保険株式会社　北海道支店函館支社 函館市若松町14－10函館ツインタワービル10F

211 三井住友海上あいおい生命株式会社 函館市若松町１４番１０号函館ツインタワービル９F

212 港工業株式会社 函館市浅野町２－３

213 株式会社ムトウ函館支店 函館市豊川町２番７号



214 株式会社村上建設 函館市大川町６番６号

215 株式会社ムロタ 函館市宝来町25-３

216 株式会社メイシンテック 函館市亀田港町９番１３号

217 株式会社森川組 函館市海岸町９番２３号

218 株式会社モロオ道南地区エリアマーケティング部 函館市万代町２０番３号

219 株式会社ヤマキ小林 函館市港町１丁目34番７号

220 株式会社ヤマス 函館市末広町２１番２０号

221 株式会社山の中村商店 函館市宝来町２８番８号

222 株式会社山矢商会 函館市弁天町１３番１５号

223 株式会社ゆうちょ銀行道南パートナーセンター 函館市新川町１番６号

224 株式会社吉田産業函館支店 函館市浅野町１番２号

225 よねや食品株式会社 函館市旭町７番９号

226 株式会社ライズジャパン 函館市亀田町17番20号

227 龍谷幼稚園 函館市東川町１２番２４号

228 株式会社菱弘電設函館営業所 函館市万代町２１－９

229 ルートイングランティア函館駅前 函館市若松町21－３

230 株式会社ローソン道南支店函館事務所 函館市東雲町15番９号２階

231 渡辺パイプ株式会社函館住設サービスセンター 函館市八幡町19番５号

232 渡辺パイプ株式会社函館サービスセンター第一課 函館市八幡町１９－５

233 渡辺パイプ株式会社函館サービスセンター第二課 函館市八幡町19－５

234 渡辺パイプ株式会社　函館電工サービスセンター 函館市八幡町19-5


