
０６０-８６２１ (株) 日本経済新聞社 札幌支社,北海道,札幌市中央区,北一条西,６-１－２

０６０-８６１４ 一般(財) 札幌市交通事業振興公社,北海道,札幌市中央区,大通西,５

０６０-８５５４ 伊藤組土建 (株）,北海道,札幌市中央区,北４条西,４-１-

０６０-８５４７ 伊藤忠商事 (株) 北海道支社,北海道,札幌市中央区,北三条西,３-１

０６０-８５７０ 医療法人 医仁会 中村記念病院,北海道,札幌市中央区,南一条西,１４

０６０-８６３０ 岩田地崎建設 (株),北海道,札幌市中央区,北二条東,１７-２-

０６０-８６１３ ＡＩＧエジソン生命保険 (株) 北海道事務センター,

０６０-８６１３ 北海道,札幌市中央区,北一条西,４-２－２

０６０-８５３７ エムエムエス マンションマネージメントサービス (株）,

０６０-８５３７ 北海道,札幌市中央区,南一条西,４-２０-

０６０-８７９１ (株） ＪＴＢ北海道事業部 営業第４課内 北海道休業協力・

０６０-８７９１ 感染リスク低減支援金事務局北海道,札幌市中央区,北一条西,６-１－２

０６０-８６４０ (株) 北海道二十一世紀総合研究所,北海道,札幌市中央区,大通西,３-１１

０６０-８６１９ (株) 東急百貨店 札幌店,北海道,札幌市中央区,北４条西,２-１

０６０-８６０２ (株) 朝日新聞社 北海道支社,北海道,

０６０-８６０２ 札幌市中央区,北１条西,１-６-さっぽろ創生スクエア９階

０６０-８５０８ (株) ニッセンレンエスコート,北海道,札幌市中央区,南二条西,２-１３-

０６０-８５２１ (株) 北海道日刊スポーツ新聞社,北海道,札幌市中央区,北三条東,３-１－３０

０６０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 札幌支店,北海道,札幌市中央区,北二条西,４-３-

０６０-８６５６ (株） 読売新聞 東京本社 北海道支社,北海道,札幌市中央区,北４条西,４-１－８

０６０-８６４２ (株) リクルート北海道じゃらん,北海道,札幌市中央区,北４条西,５-１

０６０-８６３７ (株） 亜璃西社,北海道,札幌市中央区,南二条西,５-メゾン本府７０１号

０６０-８６０５ (株) インテリジェンス,北海道,札幌市中央区,北一条西,６-１-２

０６０-８５３２ (株） エフエム北海道,北海道,札幌市中央区,北一条西,２-１-

０６０-８７９７ (株) かんぽ生命 札幌支店,北海道,札幌市中央区,北二条西,４-３

０６０-８５３４ (株) かんぽ生命保険 北海道エリア本部・札幌支店・札幌ヘルプデスク

０６０-８５３４ 北海道,札幌市中央区,北二条西,４-１-

０６０-８５６８ (株) 小宮山屋,北海道,札幌市中央区,南二条西,４-６

０６０-８６６６ (株) 札幌丸井三越 札幌三越,北海道,札幌市中央区,南一条西,３-８

０６０-８６６７ (株) 札幌丸井三越 丸井今井札幌本店,北海道,札幌市中央区,南一条西,２-１１

０６０-８６２３ (株) ジェーシービー 北海道支社,北海道,札幌市中央区,南一条西,１-１-Ｊ

０６０-８５７７ (株) ジャックス 札幌支社,北海道,札幌市中央区,北一条西,６-１－２

０６０-８５３３ (株) スズケン,北海道,札幌市中央区,北十一条西,１９-３６番３５号

０６０-８５１２ (株） ソワン・エフ,北海道,札幌市中央区,南一条西,１２-４-扶

０６０-８５３６ (株） 帝国データバンク 札幌支店,北海道,札幌市中央区,南二条西,９-１－１７

０６０-８５４５ (株) 電通北海道,北海道,札幌市中央区,大通西,５-１１－１

０６０-８５１５ (株) 東急コミュニティー 北海道支店,北海道,札幌市中央区,北一条西,７-３北１条

０６０-８６２０ (株） 道新サービスセンター オントナ事業部,北海道,札幌市中央区,大通西,１８-１

０６０-８５８０ (株) ニトリパブリック,北海道,札幌市中央区,北一条東,１-２

０６０-８５０２ (株) パルコ 札幌店,北海道,札幌市中央区,南一条西,３-

０６０-８５１２ (株) フヨウサキナ,北海道,札幌市中央区,南一条西,１２-４-

０６０-８６８７ (株） ベネッセコーポレーション 北海道事業所,北海道,札幌市中央区,北五条西,２

０６０-８６８６ (株） ベネッセコーポレーション 北海道事業所,北海道,札幌市中央区,北五条西,２

０６０-８６８８ (株） ベネッセコーポレーション 北海道事業所,北海道,札幌市中央区,北五条西,２

０６０-８５６５ (株) ほくせん,北海道,札幌市中央区,南二条西,１-３北専ビル

０６０-８６６１ (株) 北洋銀行 本店,北海道,札幌市中央区,大通西,３-７-

０６０-８６４７ (株） 北海道アルバイト情報社,北海道,札幌市中央区,南二条西,６

０６０-８６４３ (株） 毎日新聞社 北海道支社,北海道,札幌市中央区,北４条西,６-１

０６０-８５２５ (株) モロオ,北海道,札幌市中央区,北三条西,１５-１－５０

０６０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 道央地域センター,北海道,札幌市中央区,北二条西,４-３

０６０-８６４６ (株) ロイズコンフェクト,北海道,札幌市中央区,大通西,５-１１-１

０６０-８５２２ キヤノンマーケティングジャパン (株) 札幌支店,北海道,札幌市中央区,北三条西,４-１－１

０６０-８７６７ ＫＤＤＩ (株),北海道,札幌市中央区,南一条東,６-２番５号

０６０-８５５６ 札幌医科大学,北海道,札幌市中央区,南一条西,１７-

０６０-８５４３ 札幌医科大学付属病院,北海道,札幌市中央区,南一条西,１６-２９１

０６０-８７９６ 札幌監査室,北海道,札幌市中央区,北二条西,４-３-

０６０-８５２６ 札幌公共職業安定所 札幌わかものハローワーク,北海道,札幌市中央区,北４条西,５

０６０-８６１２ 札幌市中央区役所,北海道,札幌市中央区,南三条西,１１-

０６０-８５７２ 札幌市中央市税事務所,北海道,札幌市中央区,北二条東,４-

０６０-８６４９ 札幌市中央市税事務所 市民税課,北海道,札幌市中央区,北二条東,４

０６０-８６４１ 札幌市北部市税事務所,北海道,札幌市中央区,北４条西,５-

０６０-８６１１ 札幌市役所,北海道,札幌市中央区,北一条西,２-

０６０-８６１０ 札幌商工会議所,北海道,札幌市中央区,北一条西,２

０６０-８５１３ 札幌中央信用組合,北海道,札幌市中央区,南二条西,２-１２

０６０-８５２３ 札幌日産自動車 (株),北海道,札幌市中央区,大通西,１７-１-２３

０６０-８６０６ サッポロビール (株) 北海道本社,北海道,札幌市中央区,北一条東,４-８-１

０６０-８６０６ サッポロビール (株) 北海道本部,北海道,札幌市中央区,北一条東,４-８－１

０６０-８５８４ 札幌ビジネスオンデマンド スマイルポスト,北海道,札幌市中央区,北二条西,２-４

０６０-８５４６ サッポロ不動産開発 (株) 北海道事業本部,北海道,札幌市中央区,北二条東,４-１-２

０６０-８６１５ 札幌プリンスホテル,北海道,札幌市中央区,南二条西,１１-

０６０-８６２９ 札幌らーめん共和国,北海道,札幌市中央区,北五条西,２-

０６０-８６０３ (財) 消防試験研究センター 北海道支部,北海道,札幌市中央区,北五条西,６-

０６０-８５６０ (財) 北海道公立学校教職員互助会,北海道,札幌市中央区,北一条西,６-２-

０６０-８５６７ (財) ポスタルサービスセンター 北海道地方本部,北海道,札幌市中央区,南一条西,５-２０番

０６０-８６１７ 清水建設 (株） 北海道支店,北海道,札幌市中央区,北一条西,２-１

０６０-８５８１ 社団法人 札幌市医師会,北海道,札幌市中央区,大通西,１９

０６０-８６２７ 社団法人 北海道医師会,北海道,札幌市中央区,大通西,６-６
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０６０-８５７３ 社団法人 北海道歯科医師会,北海道,札幌市中央区,北一条東,９-１１

０６０-８５１８ (社） 北海道退職公務員連盟開発局 退職者支部,北海道,札幌市中央区,北五条西,６

０６０-８６０４ 市立札幌病院,北海道,札幌市中央区,北十一条西,１３-

０６０-８５１６ 新日本法規出版 (株） 札幌支社,北海道,札幌市中央区,北一条西,７-５番

０６０-８５４２ 自衛隊札幌地方協力本部,北海道,札幌市中央区,北４条西,１５-１

０６０-８５２８ 住友生命保険 相互会社 札幌支社,北海道,札幌市中央区,南二条東,１-１－１４

０６０-８５５９ セカンドポスト,北海道,札幌市中央区,南二条西,７-

０６０-８５６３ 綜合警備保障 (株） 北海道支社,北海道,札幌市中央区,南一条西,２-５

０６０-８５５２ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),北海道,札幌市中央区,北１条西,６-２

０６０-８６２２ 第一三共 (株) 札幌支店,北海道,札幌市中央区,大通西,８-１-８

０６０-８６２２ 第一三共ヘルスケア (株) 東日本支店 札幌オフィス,北海道,札幌市中央区,大通西,８-１-８

０６０-８７２１ 大丸 (株) 紙包材営業本部,北海道,札幌市中央区,北３条西,１４-２番

０６０-８６０１ 大和証券 (株) 札幌支店,北海道,札幌市中央区,大通西,３-７

０６０-８５３１ 東京海上日動火災保険 (株),北海道,札幌市中央区,大通西,３-７-

０６０-８５３５ 戸田建設 (株) 札幌支店,北海道,札幌市中央区,北三条東,２-２

０６０-８６０８ 道銀カード (株),北海道,札幌市中央区,南二条西,２-１４-

０６０-８７７６ 道新ぶんぶんクラブ「フレーっ！フレーっ！キャンペーン」事務局,

０６０-８７７６ 北海道,札幌市中央区,大通西,３-６

０６０-８６１８ 中道機械 (株）,北海道,札幌市中央区,北一条東,３-３-

０６０-８５３９ 中道リース (株),北海道,札幌市中央区,北一条東,３-３-

０６０-８５８５ 日本年金機構 札幌西年金事務所,北海道,札幌市中央区,北三条西,１１-２番１号

０６０-８７０３ 日本放送協会 札幌放送局 (ＮＨＫ）,北海道,札幌市中央区,大通西,１-１

０６０-８５２９ 日本製粉 (株） 札幌支店,北海道,札幌市中央区,北一条西,５-２-

０６０-８６７８ 日本生命保険 相互会社 札幌支社,北海道,札幌市中央区,北４条西,５-１番３号

０６０-８７９７ 日本郵便 (株) 北海道支社,北海道,札幌市中央区,北二条西,４-３-

０６０-８６１６ 日本労働組合 総連合会 北海道連合会,北海道,札幌市中央区,北４条西,１２

０６０-８５１９ 東日本電信電話 (株) 北海道支店,北海道,札幌市中央区,北一条西,４-２-４

０６０-８６２４ 日立キャピタル (株） 北海道営業本部,北海道,札幌市中央区,大通西,３-１１

０６０-８６３５ 富士火災海上保険 (株） 北海道本部,北海道,札幌市中央区,南一条西,６-２０番１号

０６０-８５０４ 富士通 (株) 北海道支社,北海道,札幌市中央区,北２条西,４-１-

０６０-８５１２ 扶洋エステート (株）,北海道,札幌市中央区,南一条西,１２-４-

０６０-８５１２ 扶洋マネージメントサービス (株）,北海道,札幌市中央区,南一条西,１２-４

０６０-８５１２ 扶洋薬品 (株),北海道,札幌市中央区,南一条西,１２-４-

０６０-８５５８ 北海道 石狩支庁,北海道,札幌市中央区,北三条西,７-

０６０-８５４１ 北海道開発局 石狩川開発建設部,北海道,札幌市中央区,北二条西,１９

０６０-８５０６ 北海道開発局 札幌開発建設部,北海道,札幌市中央区,北二条西,１９

０６０-８５４４ 北海道教育庁,北海道,札幌市中央区,北三条西,７-

０６０-８５４９ 北海道教育庁 石狩教育局,北海道,札幌市中央区,北三条西,７-

０６０-８５２０ 北海道警察本部,北海道,札幌市中央区,北二条西,７

０６０-８５７８ 北海道市町村職員共済組合,北海道,札幌市中央区,北４条西,６-２

０６０-８５５１ 北海道社会保険診療報酬支払基金,北海道,札幌市中央区,北七条西,１４-２８－２２

０６０-８５７４ 北海道社会保険事務局 事務センター,北海道,札幌市中央区,北三条西,４-１－４

０６０-８６０７ 北海道商工会連合会,北海道,札幌市中央区,北一条西,７-１

０６０-８７７０ 北海道新聞ホットメディア,北海道,札幌市中央区,大通西,３-６

０６０-８５３８ 北海道住宅供給公社,北海道,札幌市中央区,北三条西,７-１

０６０-８４０６ 北海道テレビ放送 (株),北海道,札幌市中央区,北１条西,１-６

０６０-８６３９ 北海道電力 (株) 札幌支店,北海道,札幌市中央区,大通東,１-２

０６０-８５８３ 北海道電力 (株) ほくでん契約センター,北海道,札幌市中央区,北九条西,１５-２８番１９６

０６０-８６４４ 北海道旅客鉄道 (株),北海道,札幌市中央区,北十一条西,１５

０６０-８６３２ 前田建設工業 (株) 北海道支店,北海道,札幌市中央区,大通西,７-１番１号

０６０-８５０５ 丸水札幌中央水産 (株）,北海道,札幌市中央区,北十二条西,２０-２番１号

０６０-８６３６ 丸紅 (株） 北海道支社,北海道,札幌市中央区,南一条東,１-５番

０６０-８６０９ 三井住友海上火災保険 (株）,北海道,札幌市中央区,北一条西,７-１

０６０-８６３１ 三井住友海上火災保険 (株),北海道,札幌市中央区,北三条西,２-

０６０-８５４８ 三井不動産リアルティ札幌 (株),北海道,札幌市中央区,北二条西,４-１

０６０-８５０３ メディカルプラザ札幌,北海道,札幌市中央区,北五条西,２

０６０-８６２５ ＵＦＪニコス (株),北海道,札幌市中央区,北三条西,４-１－１

０６０-８５０１ 北海道放送 (株) (ＨＢＣ）,北海道,札幌市中央区,北一条西,５

０６０-８５１７ (株) テレビ北海道 (ＴＶｈ）,北海道,札幌市中央区,大通東,６-１２

０６０-８５２７ 北海道文化放送 (株) (ＵＨＢ）,北海道,札幌市中央区,北一条西,１４

０６０-８５８８ 北海道庁,北海道,札幌市中央区,北三条西,６

０６０-８６５８ (株) 北海道建設新聞社,北海道,札幌市中央区,北４条西,１９

０６０-８６７６ (株) 北海道銀行,北海道,札幌市中央区,大通西,４-１

０６０-８７１１ (株) 北海道新聞社,北海道,札幌市中央区,大通西,３-６

０６０-８６６８ (株) 丸ヨ池内,北海道,札幌市中央区,南一条西,２-１８

０６０-８７０５ 札幌テレビ放送 (株) (ＳＴＶ）,北海道,札幌市中央区,北一条西,８-１－１

０６０-８７０６ 札幌テレビ放送 (株) (ＳＴＶ）,北海道,札幌市中央区,北一条西,８-１－１

０６０-８７０７ 札幌テレビ放送 (株) (ＳＴＶ） どさんこワイド２１２,

０６０-８７０７ 北海道,札幌市中央区,北一条西,８-１－１

０６０-８６７１ 高橋水産 (株）,北海道,札幌市中央区,北十二条西,２０-１－１０

０６０-８７２０ 野村證券 (株) 札幌支店,北海道,札幌市中央区,北三条西,４

０６０-８６５１ ホクレン 農業協同組合連合会,北海道,札幌市中央区,北４条西,１-３

０６０-８６７０ 北海道信用保証協会,北海道,札幌市中央区,大通西,１４-１

０６０-８６７７ 北海道電力 (株),北海道,札幌市中央区,大通東,１-２

０６０-８７２５ 北海道労働金庫 本部,北海道,札幌市中央区,北一条西,５-３－１０

０６０-８６５４ 三菱商事 (株) 北海道支社,北海道,札幌市中央区,北二条西,４

０６４-８５０３ 渥美工業 (株）,北海道,札幌市中央区,南六条西,１７-１番１号



０６４-８５５７ 医療法人 渓仁会 札幌西円山病院,北海道,札幌市中央区,円山西町,４-７番２５号

０６４-８５７０ 医療法人 讃生会 宮の森記念病院,北海道,札幌市中央区,宮の森三条,７-５番２５号

０６４-８５６７ 医療法人 シオン,北海道,札幌市中央区,南十４条西,１５-３－１

０６４-８５３６ 医療法人社団 慈藻会 平松病院,北海道,札幌市中央区,南二十二条西,１４

０６４-８５１９ ＮＴＴテレワイズ・ワイドサービスセンター,北海道,札幌市中央区,南十４条西,１３

０６４-８６１０ (株) アークス,北海道,札幌市中央区,南十三条西,１１-２番３２号

０６４-８６３０ (株) ダブルス,北海道,札幌市中央区,大通,２０-３－２４ダブルス大通ビル５Ｆ

０６４-８６２１ (株) ラルズ,北海道,札幌市中央区,南十三条西,１１-２番３２号

０６４-８５６３ (株） アンフィニアクト札幌,北海道,札幌市中央区,南十二条西,１１-１番３号

０６４-８５５８ (株) エス・ビー・シー,北海道,札幌市中央区,南４条西,６

０６４-８５８９ (株) グランビスタ ホテル＆リゾート 札幌パークホテル,

０６４-８５８９ 北海道,札幌市中央区,南十条西,３-１番１号

０６４-８５０９ (株） 札幌東急イン,北海道,札幌市中央区,南４条西,５-１

０６４-８５２６ (株） サミットインターナショナル,北海道,札幌市中央区,南五条西,２６

０６４-８５５０ (株） 財界さっぽろ,北海道,札幌市中央区,南九条西,１-１３

０６４-８６２０ (株） セイコーマート,北海道,札幌市中央区,南九条西,５-４２１

０６４-８６２８ (株） 銭高組 北海道支店,北海道,札幌市中央区,南六条西,１３-１番２８号

０６４-８５８１ (株） 太陽,北海道,札幌市中央区,大通西,２８-１番２号

０６４-８５３０ (株) ディー・ティー・ジャパン,北海道,札幌市中央区,北一条西,２２-２番２１号

０６４-８５４５ (株） 日商物産 札幌支店,北海道,札幌市中央区,南九条西,１２-１番１号

０６４-８５４２ (株） 日本商工振興会,北海道,札幌市中央区,南七条西,５-１-丙の１

０６４-８６３３ (株) ビッグ,北海道,札幌市中央区,南４条西,７-６

０６４-８５５１ (株) 福本商店,北海道,札幌市中央区,南五条西,１-１

０６４-８６４８ (株） 村住経営,北海道,札幌市中央区,南八条西,４-４２２

０６４-８５６２ (株) ＵＳＥＮ 北海道支社,北海道,札幌市中央区,南七条西,１-２１番１－２号

０６４-８５４０ 学校法人 聖心女子学院 ,札幌市中央区,宮の森二条,１６-１０－１

０６４-８５４０ 札幌聖心女子学院,北海道,札幌市中央区,宮の森二条,１６-１０－１

０６４-８６４４ サザエ食品 (株）,北海道,札幌市中央区,宮の森４条,１-１番３５号

０６４-８６０９ 札幌公共職業安定所,北海道,札幌市中央区,南十条西,１４

０６４-８５１６ 札幌市 中央図書館,北海道,札幌市中央区,南二十二条西,１３-１番１号

０６４-８５８６ 札幌市消防局,北海道,札幌市中央区,南４条西,１０

０６４-８６４９ (財）札幌市芸術文化財団,北海道,札幌市中央区,中島公園,１番１５号

０６４-８６４９ 札幌コンサートホール,北海道,札幌市中央区,中島公園,１番１５号

０６４-８５５５ (財) 日本気象協会 北海道本部,北海道,札幌市中央区,北４条西,２３

０６４-８６４９ (財）札幌市芸術文化財団 札幌コンサートホール,北海道,札幌市中央区,中島公園,１番１５号

０６４-８５０６ (財) 北海道難病連,北海道,札幌市中央区,南４条西,１０

０６４-８５２１ 清水勧業 (株）,北海道,札幌市中央区,南十一条西,２０-４番８号

０６４-８５７５ 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院,北海道,札幌市中央区,旭ケ丘,５-６番５０号

０６４-８５３３ ジャスマックプラザ (株),北海道,札幌市中央区,南七条西,３-４２５

０６４-８５５４ 税理士法人 池脇会計事務所,北海道,札幌市中央区,南十二条西,１５-４番３号

０６４-８５７１ 大正製薬 (株) 北日本支店 札幌事業所,北海道,札幌市中央区,南４条西,９-１００７

０６４-８５６０ 道路工業 (株）,北海道,札幌市中央区,南八条西,１５-２番１号

０６４-８５５６ 日本ビジネス綜合専門学校,北海道,札幌市中央区,南二条西,２３-１番１８号

０６４-８５４１ ネッツトヨタ道都 (株),北海道,札幌市中央区,宮の森４条,１-３番１号

０６４-８５１８ 農林水産省 北海道農政事務所,北海道,札幌市中央区,南二十二条西,６-２－２２

０６４-８５６１ プレミアホテル中島公園札幌,北海道,札幌市中央区,南十条西,６-１番２１号

０６４-８５２４ 北星学園 女子短期大学,北海道,札幌市中央区,南４条西,１７-２番２号

０６４-８５２３ 北星学園 女子中学校高等学校,北海道,札幌市中央区,南４条西,１７-２番２号

０６４-８５０２ 北海商銀信用組合,北海道,札幌市中央区,南九条西,４-１０

０６４-８５３５ 北海道 札幌旭丘高等学校,北海道,札幌市中央区,旭ケ丘,６-５番１８号

０６４-８６２４ 北海道 札幌西高等学校,北海道,札幌市中央区,宮の森４条,８-１

０６４-８６３９ 北海道 税理士会,北海道,札幌市中央区,北三条西,２０-２番２８号

０６４-８５６４ 北海道 中央児童相談所,北海道,札幌市中央区,円山西町,２-１番１号

０６４-８６４５ 北海道 都市職員共済組合,北海道,札幌市中央区,南九条西,１

０６４-８５７７ 北海道いすゞ自動車 (株),北海道,札幌市中央区,宮の森二条,１-２－５５

０６４-８５１５ 北海道換気 (株),北海道,札幌市中央区,南十４条西,１５-２番２号

０６４-８６２９ 北海道札幌視覚支援学校,北海道,札幌市中央区,南十４条西,１２-１番１号

０６４-８５１４ 北海道札幌伏見支援学校,北海道,札幌市中央区,伏見,４-４番２１号

０６４-８６１１ 北海道札幌南高等学校,北海道,札幌市中央区,南十八条西,６-１－１

０６４-８５３７ 北海道森林管理局,北海道,札幌市中央区,宮の森三条,７-７０

０６４-８６２２ 北海道循環器病院,北海道,札幌市中央区,南二十七条西,１３-１番３０号

０６４-８５０５ 北海道神宮,北海道,札幌市中央区,宮ケ丘,４７４

０６４-８５６５ 北海道トラック交通共済協同組合,北海道,札幌市中央区,南９条西,１-１番１１号

０６４-８７９８ 北海道郵政研修センター,北海道,札幌市中央区,南二十条西,１５-１番１号

０６４-８５６６ 北海道立 教職員検診センター,北海道,札幌市中央区,南十条西,１-６番１号

０６４-８５１２ 三井道路 (株） 北海道支社,北海道,札幌市中央区,南一条西,２５-１番１号

０６４-８５４３ ヤマハ (株） 北海道支店,北海道,札幌市中央区,南十条西,１-１番５０号

０６４-８５２２ (有） 日本書道評論社 北海道書道協会,北海道,札幌市中央区,南二十二条西,９

０６４-８５１０ 陸上自衛隊 北部方面総監部,北海道,札幌市中央区,南二十六条西,１０

０６４-８５４６ ロッテ商事 (株） 北海道統轄支店,北海道,札幌市中央区,南九条西,１４

００１-８５０１ 学校法人 創成学園 札幌創成高等学校,北海道,札幌市北区,北二十九条西,２-１番１号

００１-８６１２ 札幌市北区役所,北海道,札幌市北区,北二十４条西,６-１番１号

００１-８５２１ 札幌私書箱センター,北海道,札幌市北区,北十条西,１-１２－３

００１-８５７７ ダイハツ北海道販売 (株),北海道,札幌市北区,新琴似７条,１１-５番２８号

００１-８５８８ 北海道 札幌道税事務所 自動車税部,北海道,札幌市北区,北二十二条西,２-１番３０号

００１-８５５５ 北海道ホルスタイン農業協同組合,北海道,札幌市北区,北十五条西,５-１番５号

００２-８５０４ 北海道 有朋高等学校,北海道,札幌市北区,屯田九条,７



００２-８５０２ 北海道教育大学 札幌校,北海道,札幌市北区,あいの里五条,３-１－５

００２-８５０３ 北海道教育大学 附属図書館,北海道,札幌市北区,あいの里五条,３-１－６

００２-８５０１ 北海道教育大学 本部,北海道,札幌市北区,あいの里五条,３-１－３

０６０-８５５３ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),北海道,札幌市北区,北七条西,５-３号

０６０-８５５０ (株) ホクレン商事,北海道,札幌市北区,北七条西,１-２－６ＮＳＳビル８Ｆ

０６０-８５５７ (株） エフエム・ノースウエーブ,北海道,札幌市北区,北七条西,４-３－１

０６０-８５８７ 札幌中央労働基準監督署,北海道,札幌市北区,北八条西,２-１－１札幌第１

０６０-８５２４ 全国健康保険協会 北海道支部,北海道,札幌市北区,北七条西,４-３-１

０６０-８５７５ 西松建設 (株) 札幌支店,北海道,札幌市北区,北七条西,２-２０

０６０-８５１１ 北海道開発局,北海道,札幌市北区,北八条西,２-札幌第一合同庁舎

０６０-８５７９ 北海道財務局,北海道,札幌市北区,北八条西,２-１番１号

０６０-８６３４ 北海道社会保険事務局 事務センター,北海道,札幌市北区,北七条西,４-３－１

０６０-８７９５ 北海道総合通信局,北海道,札幌市北区,北八条西,２-１－１

０６０-８６３８ 北海道大学 医学部,北海道,札幌市北区,北十五条西,７

０６０-８５８６ 北海道大学 歯学部,北海道,札幌市北区,北十三条西,７

０６０-８５８９ 北海道大学 農学部,北海道,札幌市北区,北九条西,９

０６０-８６２８ 北海道大学大学院 工学研究科工学部,北海道,札幌市北区,北十三条西,８

０６０-８６４８ 北海道大学病院,北海道,札幌市北区,北十４条西,５

０６０-８５６６ 北海道労働局,北海道,札幌市北区,北八条西,２-第一合同庁舎

０６０-８６５５ 道栄紙業 (株) (コアレックス）,北海道,札幌市北区,北七条西,９-２－１１

００７-８５０３ 丘珠駐屯地,北海道,札幌市東区,丘珠町,１６１

００７-８５０１ オリヒロ (株） 札幌営業所,北海道,札幌市東区,北三十六条東,２３-６番６号

００７-８５０５ 勤医協 中央病院,北海道,札幌市東区,東苗穂５条,１-９－１

００７-８６３２ 札幌日産自動車 (株) 東苗穂店,北海道,札幌市東区,東苗穂二条,３-２－５

００７-８５０８ 泉州電業 (株) 札幌支店,北海道,札幌市東区,東苗穂三条,２-２番７号

００７-８５５３ トラスコ中山 (株),北海道,札幌市東区,東苗穂五条,３-４番５１号

００７-８５８５ 北海道札幌東陵高等学校,北海道,札幌市東区,東苗穂十条,１-２番２１号

００７-８５０７ 北海道日野自動車 (株）,北海道,札幌市東区,東苗穂二条,３-２番１５号

０６０-８５７６ (株) キムラ,北海道,札幌市東区,北六条東,４-１-７

０６０-８５６９ (株) 丹波屋,北海道,札幌市東区,北六条東,４-１-７

０６０-８５８２ (株） りんゆう観光,北海道,札幌市東区,北九条東,２-４０-２３

０６０-８５３０ 北海道瓦斯 (株),北海道,札幌市東区,北七条東,２-１番１号

０６０-８５６１ 北海道瓦斯 (株),北海道,札幌市東区,北七条東,２-１番１号

０６５-８５１８ アリオ札幌ショッピングセンター,北海道,札幌市東区,北七条東,９-２番２０号

０６５-８５５５ 医療法人社団 道都病院,北海道,札幌市東区,北十七条東,１４-３－２

０６５-８５１０ (株） 構研エンジニアリング,北海道,札幌市東区,北十八条東,１７-１番１号

０６５-８５１１ (株） さつでん,北海道,札幌市東区,北十三条東,４-３０番１３号

０６５-８６１０ (株) 中山組,北海道,札幌市東区,北十九条東,１-１番１号

０６５-８５０８ (株） 北海道アマダ,北海道,札幌市東区,北十五条東,１８-１番２１号

０６５-８５０１ 関販テクノ (株),北海道,札幌市東区,北十七条東,２-２番７号

０６５-８５７８ 学校法人 札幌北斗学園,北海道,札幌市東区,北十五条東,２-１番１０号

０６５-８５６７ 札幌大谷短期大学,北海道,札幌市東区,北十六条東,９

０６５-８６０９ 札幌北公共職業安定所,北海道,札幌市東区,北十六条東,４

０６５-８６１２ 札幌市東区役所,北海道,札幌市東区,北十一条東,７

０６５-８６３３ サッポロビール (株） 北海道本社,北海道,札幌市東区,北七条東,９

０６５-８６３９ サツラク農業協同組合,北海道,札幌市東区,苗穂町,３-３－７

０６５-８６３１ ＳＡＴＯ社会保険労務士法人,北海道,札幌市東区,北５条東,８-１番３３号

０６５-８５３３ (財) 北海道対がん協会,北海道,札幌市東区,北二十六条東,１４-１番１５号

０６５-８６１１ 社会医療法人 母恋 天使病院,北海道,札幌市東区,北十二条東,３-１番１号

０６５-８５５０ 大和ハウス工業 (株) 札幌支店,北海道,札幌市東区,北六条東,８-１－１０

０６５-８５２２ 日本アクセス北海道 (株）,北海道,札幌市東区,苗穂町,９-１－１

０６５-８６０１ ネッツトヨタ札幌 (株),北海道,札幌市東区,北二十五条東,１-１番３８号

０６５-８５５８ 北海道 札幌開成高等学校,北海道,札幌市東区,北二十二条東,２１-１番１号

０６５-８５４３ 北海道 青果商業協同組合,北海道,札幌市東区,北十三条東,１４-３番２７号

００３-８６３０ イオン北海道 (株),北海道,札幌市白石区,本通,２１-南１番１０号

００３-８５８５ 医療法人 東札幌病院,北海道,札幌市白石区,東札幌三条,３-７番３５号

００３-８５６６ (株) ＲＪオグラ,北海道,札幌市白石区,流通センター,６-４番２２号

００３-８５１５ (株） アレフ,北海道,札幌市白石区,菊水六条,３-１番２６号

００３-８５１１ (株） クワザワ工業,北海道,札幌市白石区,中央二条,７-１番３６号

００３-８５６７ (株） 恵和ビジネス,北海道,札幌市白石区,中央二条,３-１番２３号

００３-８５８８ (株) 札幌パリ,北海道,札幌市白石区,菊水三条,４-２５

００３-８５１９ (株) 東光ストア,北海道,札幌市白石区,東札幌一条,１-１番７号

００３-８６３９ (株) ナニワ,北海道,札幌市白石区,流通センター,１-８番１号

００３-８６３１ (株) 北海道観光物産興社,北海道,札幌市白石区,南郷通,１５-北６番

００３-８５８２ (株) 北海道リョーショク,北海道,札幌市白石区,流通センター,６-４番２２号

００３-８６１０ (株) 宮川建設,北海道,札幌市白石区,本通,１-北３－３７

００３-８５８１ (株) リョーショクリカー 北海道支社,北海道,札幌市白石区,流通センター,６-４番２２号

００３-８５１０ 勤医協 札幌病院,北海道,札幌市白石区,菊水４条,１-９番２２号

００３-８５２０ 札幌河辺石油 (株）,北海道,札幌市白石区,中央二条,５-１０番５号

００３-８５０５ 札幌市 衛生研究所,北海道,札幌市白石区,菊水九条,１

００３-８６１２ 札幌市白石区役所,北海道,札幌市白石区,南郷通,１-南８－１

００３-８６４０ ダイハツ北海道販売 (株),北海道,札幌市白石区,本通,１８-南２番１７号

００３-８５０４ 大丸 (株),北海道,札幌市白石区,菊水三条,１-８－２０

００３-８５０２ 大丸 (株),北海道,札幌市白石区,流通センター,１-３－４５

００３-８６６８ 独立行政法人 国際協力機構 札幌国際センター,北海道,札幌市白石区,本通,１６-４－２５

００３-８７０１ 西山製麺 (株),北海道,札幌市白石区,平和通,１６-南１番１号

００３-８５３０ 日本年金機構 札幌東年金事務所,北海道,札幌市白石区,菊水一条,３-１番１号



００３-８６０１ 日本通運 (株) 札幌支店,北海道,札幌市白石区,流通センター,４-５番１号

００３-８５０３ ブリヂストンタイヤ北海道販売 (株）,北海道,札幌市白石区,菊水三条,５-１番２号

００３-８５３１ 北海電気工事 (株),北海道,札幌市白石区,菊水二条,１-８－２１

００３-８６２０ 北海道いすゞ自動車 (株),北海道,札幌市白石区,本通,２０-北１番６８号

００３-８７０２ 北海道銀行 事務センター,北海道,札幌市白石区,東札幌三条,１-２番３３

００３-８５５８ ミサワホーム北海道 (株),北海道,札幌市白石区,東札幌二条,６-８番１号

００３-８５８０ 三菱食品 (株) 北海道支社,北海道,札幌市白石区,流通センター,６-４番２２号

００３-８５０１ 三菱ふそうトラック・バス (株) 北海道ふそう,北海道,札幌市白石区,中央二条,１-１番９３号

００３-８５７７ ユアサ商事 (株) 北海道支社,北海道,札幌市白石区,東札幌三条,６-１－２０

０６２-８６８６ (株） ＪＡ北海道情報センター,北海道,札幌市豊平区,福住一条,４-１３番１３号

０６２-８５１３ 医療法人 柏葉脳神経外科病院,北海道,札幌市豊平区,月寒東一条,１５-７番２０号

０６２-８６０８ 岩倉建材 (株),北海道,札幌市豊平区,豊平六条,８-１番１１号

０６２-８６３３ イワクラホーム (株),北海道,札幌市豊平区,水車町,５-１０－１０

０６２-８５３９ (株) シージーシー 北海道本部,北海道,札幌市豊平区,平岸三条,７-９番６号

０６２-８５７５ (株） エフエムとよひら,北海道,札幌市豊平区,平岸二条,５-２－１４第５

０６２-８６２２ (株) コナミデジタルエンタテインメント,北海道,札幌市豊平区,平岸３条,５-４番２２号

０６２-８６２４ (株) ジェイコム札幌,北海道,札幌市豊平区,月寒東二条,１８-７

０６２-８６５６ (株) ファイターズスポーツ＆エンターテイメント,北海道,札幌市豊平区,羊ケ丘,１

０６２-８６３５ (株) ベルコ,北海道,札幌市豊平区,平岸六条,１４-６４８番

０６２-８６５５ (株) 北海道日本ハムファイターズ,北海道,札幌市豊平区,羊ケ丘,１

０６２-８６４２ (株) 本の店 岩本,北海道,札幌市豊平区,平岸三条,２-１番２４号

０６２-８５１４ (株) ヤナセ 札幌支店,北海道,札幌市豊平区,月寒東一条,１５-１６番１号

０６２-８５１７ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 北海道センター,

０６２-８５１７ 北海道,札幌市豊平区,月寒東二条,１７-２番１号

０６２-８５１１ 札幌開発建設部 札幌道路事務所,北海道,札幌市豊平区,月寒東二条,８-３－１

０６２-８５７０ 札幌市下水道局,北海道,札幌市豊平区,豊平六条,３-２番１号

０６２-８６１２ 札幌市豊平区役所,北海道,札幌市豊平区,平岸六条,１０

０６２-８６４１ 札幌市南部市税事務所,北海道,札幌市豊平区,平岸五条,８-２－１０

０６２-８５２０ 札幌大学,北海道,札幌市豊平区,西岡三条,７-３番１号

０６２-８５５８ 札幌トヨペット (株),北海道,札幌市豊平区,月寒東一条,１４-１番１号

０６２-８６０９ 札幌東公共職業安定所,北海道,札幌市豊平区,月寒東一条,３-２－１０

０６２-８５７２ (財) 北海道体育協会,北海道,札幌市豊平区,豊平五条,１１-１番１４

０６２-８６３１ (財) 北海道薬剤師会,北海道,札幌市豊平区,平岸一条,８-５番１２号

０６２-８５１６ 森林総合研究所 北海道支所,北海道,札幌市豊平区,羊ケ丘,７

０６２-８６６６ トヨタカローラ札幌 (株）,北海道,札幌市豊平区,美園三条,６-３番１号

０６２-８６１８ 独立行政法人 地域医療機能推進機構北海道病院,北海道,

０６２-８６１８ 札幌市豊平区,中の島一条,８-３番１８号

０６２-８６０２ 独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所,

０６２-８６０２ 北海道,札幌市豊平区,平岸一条,３-１-３４号

０６２-８５５５ 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター,

０６２-８５５５ 北海道,札幌市豊平区,羊ケ丘,１

０６２-８５１０ 日糧製パン (株),北海道,札幌市豊平区,月寒東一条,１８-５番１号

０６２-８６３０ 日本道路 (株) 北海道支店,北海道,札幌市豊平区,月寒東一条,１６-１番４３号

０６２-８６０３ 北海学園札幌高等学校,北海道,札幌市豊平区,旭町,４-１番４２号

０６２-８６０５ 北海学園大学,北海道,札幌市豊平区,旭町,４

０６２-８６０１ 北海高等学校,北海道,札幌市豊平区,旭町,４-１－４１

０６２-８６０７ 北海商科大学,北海道,札幌市豊平区,豊平六条,６-１０番

０６２-８５３０ 北海道信用農業協同組合連合会 事務センター,

０６２-８５３０ 北海道,札幌市豊平区,福住一条,４-１３番１３号

０６２-８５０１ 北海道テレビ放送 (株) (ＨＴＢ）,北海道,札幌市豊平区,平岸４条,１３-１０番１７号

０６２-８６１７ 丸彦渡辺建設 (株),北海道,札幌市豊平区,豊平六条,６

０６２-８５３２ 矢崎総業北海道販売 (株),北海道,札幌市豊平区,福住三条,２-４－５

０６２-８６６８ ヤナセオートモーティブ (株) 札幌支店（アウディ月寒）,

０６２-８６６８ 北海道,札幌市豊平区,月寒東一条,１６-１－１

００５-８５０１ 医療法人 愛全会 愛全病院,北海道,札幌市南区,川沿十三条,２-１－３８

００５-８５５５ 医療法人 医仁会 中村記念南病院,北海道,札幌市南区,川沿二条,２

００５-８５８５ 岡本興業 (株),北海道,札幌市南区,真駒内本町,１-１－１

００５-８６１２ 札幌市南区役所,北海道,札幌市南区,真駒内幸町,２-２－１

００５-８７９８ 札幌逓信病院,北海道,札幌市南区,川沿十４条,１-５番１号

００５-８５４３ 自衛隊札幌病院,北海道,札幌市南区,真駒内,１７

００５-８６０１ 東海大学 札幌校舎,北海道,札幌市南区,南沢五条,１-１－１

００５-８６０２ 東海大学付属第４高等学校,北海道,札幌市南区,南沢五条,１-１－１

００５-８５４３ 陸上自衛隊 真駒内駐屯地,北海道,札幌市南区,真駒内,１７

０６１-２２９２ 北海道札幌南陵高等学校,北海道,札幌市南区,藤野五条,１０-１番１号

０６３-８５８５ イオン札幌発寒ショッピングセンター,北海道,札幌市西区,発寒八条,１２-１－１

０６３-８５８０ 岩橋印刷 (株),北海道,札幌市西区,西町南,１８-１番３４号

０６３-８５２２ 潮物産 (株),北海道,札幌市西区,発寒十二条,１２-２－１

０６３-８６１１ (株) アマネセルＲ＆Ｄセンター,北海道,札幌市西区,二十４軒一条,７-３５番

０６３-８６０２ (株） ウエス,北海道,札幌市西区,二十４軒４条,５-５番２１号

０６３-８５５８ (株) エス・エス・ソリューションズ,北海道,札幌市西区,二十４軒二条,４-６番２３号

０６３-８６０１ (株) 札幌銀行 事務センター,北海道,札幌市西区,二十４軒二条,２-３番３０号

０６３-８６０３ (株) 須田製版,北海道,札幌市西区,二十４軒二条,６-１番８号

０６３-８５１５ (株) 西友 西町店,北海道,札幌市西区,西町南,６-１番１号

０６３-８６４５ 札幌国税局 郵送申告書集中処理センター,北海道,札幌市西区,八軒五条西,８-１番１号

０６３-８６４１ 札幌市西部市税事務所,北海道,札幌市西区,琴似三条,１-１－２０

０６３-８６１２ 札幌市西区役所,北海道,札幌市西区,琴似二条,７-１番１号

０６３-８６０７ ＪＦＥ条鋼 (株) 豊平製造所,北海道,札幌市西区,発寒１０条,１３-１番１号



０６３-８５０１ 生活協同組合 コープさっぽろ,北海道,札幌市西区,発寒十一条,５-１０番１号

０６３-８６０８ 大丸藤井 (株) 紙包材営業部,北海道,札幌市西区,発寒十条,１４-１０６９番１号

０６３-８５１０ ニチロ畜産 (株),北海道,札幌市西区,西町北,１８-１番１号

０６３-８６０６ 丸高水産 (株),北海道,札幌市西区,発寒九条,１４-５１６－２５７

０６３-８５０７ 和光技研 (株),北海道,札幌市西区,琴似三条,７-５番２２号

００４-８５７７ イオンモール (株) イオンカテプリ新さっぽろ,北海道,札幌市厚別区,厚別中央二条,５-７番

００４-８５３２ 一般(財) 札幌市交通事業振興公社,北海道,札幌市厚別区,大谷地東,２-４番１号

００４-８５０５ ウェルネット,北海道,札幌市厚別区,下野幌テクノパーク,１-１－１５

００４-８５８５ (株） ドーコン,北海道,札幌市厚別区,厚別中央一条,５-４－１

００４-８５３０ (株) 弁釜,北海道,札幌市厚別区,厚別東五条,１-３－２０

００４-８５１０ (株） 松井,北海道,札幌市厚別区,厚別東４条,７-

００４-８６６６ 学校法人 札幌学院大学 新札幌キャンパス,

００４-８６６６ 北海道,札幌市厚別区,厚別中央一条,５-１番１号

００４-８６８６ 学校法人 滋慶学園 札幌看護医療専門学校,北海道

００４-８６８６ 札幌市厚別区,厚別中央一条,５-４９３番７６

００４-８６１２ 札幌市厚別区役所,北海道,札幌市厚別区,厚別中央一条,５

００４-８５５５ 札幌市交通局,北海道,札幌市厚別区,大谷地東,２-４－１

００４-８６４１ 札幌市東部市税事務所,北海道,札幌市厚別区,大谷地東,２-４番１号

００４-８５１８ 札幌東労働基準監督署,北海道,札幌市厚別区,厚別中央二条,１-２－５

００４-８６１８ 札幌北辰病院,北海道,札幌市厚別区,厚別中央２条,６-２番１号

００４-８５６７ 創価学会 北海道方面事務局,北海道,札幌市厚別区,上野幌一条,１-１－１

００４-８５５８ 日本年金機構 新さっぽろ年金事務所,北海道,札幌市厚別区,厚別中央二条,６-４番３０号

００４-８５１２ 東日本高速道路 (株) 北海道支社,北海道,札幌市厚別区,大谷地西,５-１２番３０号

００４-８６１１ ホーマック (株),北海道,札幌市厚別区,厚別中央三条,２-１－１

００４-８６３１ 北星学園大学,北海道,札幌市厚別区,大谷地西,２-３番１号

００４-８５３３ 北星学園大学図書館,北海道,札幌市厚別区,大谷地西,２-３番１号

００４-８６２９ 北海道プリマハム (株),北海道,札幌市厚別区,厚別中央１条,７-１７番３２号

００４-８６１０ 三菱電機住環境システムズ (株) 北海道社,北海道,札幌市厚別区,大谷地東,２-１番１１号

００４-８５２３ ＵＤトラックス北海道 (株),北海道,札幌市厚別区,厚別中央二条,２-１－１

００４-８５３１ 雪印種苗 (株),北海道,札幌市厚別区,上野幌一条,５-１－８

００６-８５５５ 医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院,北海道,札幌市手稲区,前田一条,１２-１－４０

００６-８５６１ (株) ムトウ ＳＰＤセンター,北海道,札幌市手稲区,星置南,４-４３番８号

００６-８６１２ 札幌市手稲区役所,北海道,札幌市手稲区,前田一条,１１

００６-８５８５ 北海道科学大学,北海道,札幌市手稲区,前田七条,１５-４番１号

００４-８６１６ 清田区 土木センター,北海道,札幌市清田区,平岡二条,４

００４-８６０２ 札幌国際大学,北海道,札幌市清田区,清田４条,１-４番１号

００４-８６０３ 札幌国際大学短期大学部,北海道,札幌市清田区,清田４条,１-４番１号

００４-８６１３ 札幌市清田区役所,北海道,札幌市清田区,平岡一条,１

００４-８５８８ 北海道コカ・コーラボトリング（株）,北海道,札幌市清田区,清田一条,１-２番１号

００４-８５０３ 北海道札幌清田高等学校,北海道,札幌市清田区,北野三条,４-６－１

００４-８５０２ 丸善雄松堂 (株） 札幌支店,北海道,札幌市清田区,北野六条,１-４－６０

０４０-８５４３ 遺愛女子中学高等学校,北海道,函館市,杉並町,２３番１１号

０４０-８５２２ 大槻食材 (株),北海道,函館市,東雲町,７番１１号

０４０-８６４２ 海上自衛隊 函館基地隊,北海道,函館市,大町,１０番３号

０４０-８６１０ (株) テーオーデパート,北海道,函館市,梁川町,１０番２５号

０４０-８５１２ (株) アドバンスド・デパートメントストアーズオブジャパン 棒二森屋店,

０４０-８５１２ 北海道,函館市,若松町,１７番１２号

０４０-８５３０ (株） 魚長食品,北海道,函館市,豊川町,１２番１２号

０４０-８６３２ (株） エスイーシー,北海道,函館市,末広町,２２番１号

０４０-８５５１ (株） 弘報社 函館支社,北海道,函館市,杉並町,８番２０号

０４０-８５６０ (株） ＪＴＢ 函館支店,北海道,函館市,本町,６番７号

０４０-８５２０ (株) 函館アポロ商会,北海道,函館市,本町,２９番１８号

０４０-８７１７ (株） 北洋銀行 函館中央支店,北海道,函館市,若松町,１５番７号

０４０-８７２７ (株） 北陸銀行 函館支店,北海道,函館市,若松町,１７番１０号

０４０-８６６８ (株） 北海道銀行 函館支店,北海道,函館市,本町,７番１８号

０４０-８６８８ (株） 北海道新聞社 函館支社,北海道,函館市,五稜郭町,３１番３号

０４０-８６４０ (株） 森川組,北海道,函館市,海岸町,９番２３号

０４０-８５８０ サッポロビール (株) 函館支店,北海道,函館市,梁川町,１６番２４号

０４０-８５７７ 社会福祉法人 函館共愛会 共愛会病院,北海道,函館市,中島町,７番２１号

０４０-８７２０ 道南うみ街信用金庫,北海道,函館市,上新川町,１番２５号

０４０-８５５５ 日本年金機構 函館年金事務所,北海道,函館市,千代台町,２６番３号

０４０-８６５５ 日本生命相互会社 函館支店,北海道,函館市,大手町,１２番８号

０４０-８６０２ 函館家庭裁判所,北海道,函館市,上新川町,１番８号

０４０-８６０３ 函館簡易裁判所,北海道,函館市,上新川町,１番８号

０４０-８６０９ 函館公共職業安定所,北海道,函館市,新川町,２５番１８号

０４０-８６１１ 函館五稜郭病院,北海道,函館市,五稜郭町,３８番３号

０４０-８５０２ 函館市 消防本部,北海道,函館市,東雲町,５番９号

０４０-８５４１ 函館市水道局,北海道,函館市,末広町,５番１４号

０４０-８６６６ 函館市役所,北海道,函館市,東雲町,４番１３号

０４０-８６３１ 函館赤十字病院,北海道,函館市,堀川町,６番２１号

０４０-８５６１ 函館税関,北海道,函館市,海岸町,２４番４号

０４０-８５０５ 函館税務署内 申告書等集中処理担当部署,北海道,函館市,中島町,３７番１号

０４０-８６０１ 函館地方裁判所,北海道,函館市,上新川町,１番８号

０４０-８５３３ 函館地方法務局,北海道,函館市,新川町,２５番１８号

０４０-８５８５ 函館中央病院,北海道,函館市,本町,３３番２号

０４０-８６０５ 函館どつく (株) 函館造船所,北海道,函館市,弁天町,２０番３号

０４０-８５８１ 函館米穀 (株）,北海道,函館市,万代町,２０番２８号



０４０-８５５０ 函館保護観察所,北海道,函館市,新川町,２５番１８号

０４０-８５１０ 函館練成会,北海道,函館市,時任町,２０番１２号

０４０-８５０１ 北海道開発局 函館開発建設部,北海道,函館市,大川町,１番２７号

０４０-８５６７ 北海道教育大学 教育学部 函館校,北海道,函館市,八幡町,１-２

０４０-８５１１ 北海道警察 函館方面本部,北海道,函館市,五稜郭町,１５番５号

０４０-８６７０ 北海道電力 (株） 函館支店,北海道,函館市,千歳町,２５番１５号

０４０-８５５２ 北海道函館児童相談所,北海道,函館市,中島町,３７番８号

０４０-８６１６ 北海道放送 (株) 函館放送局,北海道,函館市,梁川町,９番５号

０４０-８５５８ 北海道旅客鉄道 (株) 函館支社,北海道,函館市,若松町,１２番１３号

０４０-８５８８ 明光産業 (株),北海道,函館市,梁川町,１７番１９号

０４０-８６８６ 商工中金 函館支店,北海道,函館市,若松町,３－６

０４０-８６８０ 日本放送協会 函館放送局,北海道,函館市,千歳町,１３－１

０４０-８７１０ 日本銀行 函館支店,北海道,函館市,東雲町,１４番１号

０４０-８６６０ 前側石油 (株),北海道,函館市,大手町,３番１号

０４１-８５０１ (株） イトーヨーカドー 函館店,北海道,函館市,美原,１-３番１号

０４１-８５５５ 医療法人社団 仁生会 西堀病院,北海道,函館市,中道,２-６番１１号

０４１-８５５６ 渡島中部地区 水産技術普及指導所,北海道,函館市,美原,４-６番１６号

０４１-８６１０ (株) テーオーホールディングス,北海道,函館市,港町,３-１８番１５号

０４１-８６４８ (株） クワザワ 函館支店,北海道,函館市,西桔梗町,５８９-４９

０４１-８５４０ (株） 函館新聞社,北海道,函館市,港町,１-１７番８号

０４１-８５６７ (株） ヤマツ,北海道,函館市,西桔梗町,５３７-４

０４１-８５８９ (株） 不二屋本店,北海道,函館市,西桔梗町,５８９-４６

０４１-８６５５ 公立はこだて未来大学,北海道,函館市,亀田中野町,１１６-２

０４１-８５２２ 社団法人 函館市医師会 函館市医師会病院,北海道,函館市,富岡町,２-１０番１０号

０４１-８５１５ 大興電機 (株),北海道,函館市,西桔梗町,５８９

０４１-８５１１ 大一興業 (株),北海道,函館市,昭和,２-４３番５０号

０４１-８６３３ 第二物産 (株）,北海道,函館市,西桔梗町,５８９-１０７

０４１-８５１０ 大丸 (株) 道南支店,北海道,函館市,西桔梗町,５９５-１

０４１-８５１２ 独立行政法人 国立病院機構 函館病院,北海道,函館市,川原町,１８番１６号

０４１-８５７７ ネッツトヨタ道南 (株),北海道,函館市,昭和,１-２８番１２号

０４１-８５８８ 函館運送 (株）,北海道,函館市,西桔梗町,５８９-１４８

０４１-８６８０ 函館市病院局,北海道,函館市,港町,１-１０番１号

０４１-８５６０ 函館白百合学園 中学高等学校,北海道,函館市,山の手,２-６番３号

０４１-８７１１ 函館トヨペット (株),北海道,函館市,石川町,１６９-３５

０４１-８５５４ 函館土木現業所,北海道,函館市,美原,４-６番１６号

０４１-８５２３ 函館日産自動車 (株),北海道,函館市,石川町,６０

０４１-８６２３ 函館日産自動車 (株) 神山店,北海道,函館市,神山,２-４番３号

０４１-８５５８ 北海道 渡島支庁,北海道,函館市,美原,４-６番

０４１-８５５１ 北海道渡島保健所,北海道,函館市,美原,４-６番１６号

０４１-８５５７ 北海道教育庁 渡島教育局,北海道,函館市,美原,４-６番１６号

０４１-８５５２ 北海道教育庁 実習船管理局,北海道,函館市,美原,４-６番１６号

０４１-８５５３ 北海道計量検定所 函館支所,北海道,函館市,美原,４-６番１６号

０４１-８６１１ 北海道大学 水産学部,北海道,函館市,港町,３-１番１号

０４１-１６９２ 函館市役所南茅部支所,北海道,函館市,川汲町,１５２０

０４２-８５１１ 医療法人 富田病院,北海道,函館市,駒場町,９番１８号

０４２-８６７８ 医療法人 函館渡辺病院,北海道,函館市,湯川町,１-３１番１号

０４２-８６４２ (株） 北洋銀行 湯川支店,北海道,函館市,湯川町,２-２５番２６号

０４２-８５８５ 日本中央競馬会 函館競馬場,北海道,函館市,駒場町,１２番２号

０４２-８５５５ 函館環境衛生 (株),北海道,函館市,金堀町,５番２３号

０４２-８５０１ 函館工業高等専門学校,北海道,函館市,戸倉町,１４番１号

０４２-８６３９ 函館少年刑務所,北海道,函館市,金堀町,６番１１号

０４２-８５８８ 函館大学 付属有斗高等学校,北海道,函館市,湯川町,２-４３番１号

０４２-８５５０ 北海道森林管理局 函館事務所,北海道,函館市,駒場町,２番１３号

０４２-８５６７ 陸上自衛隊 函館駐屯地,北海道,函館市,広野町,６番１８号

０４７-８５８５ 医療法人 北仁会 石橋病院,北海道,小樽市,長橋,３-７番７号

０４７-８５１９ ＮＴＴ東日本 小樽支店,北海道,小樽市,稲穂,２-１７番１号

０４７-８５５５ 小樽開発建設部,北海道,小樽市,潮見台,１-１５－５

０４７-８６０９ 小樽公共職業安定所,北海道,小樽市,色内,１-１０番１５号

０４７-８６６０ 小樽市役所,北海道,小樽市,花園,２-１２番１号

０４７-８５０１ 小樽商科大学,北海道,小樽市,緑,３-５番２１号

０４７-８５０３ 小樽商科大学 生活協同組合,北海道,小樽市,緑,３-５番２１号

０４７-８５０２ 小樽商科大学 附属図書館,北海道,小樽市,緑,３-５番２１号

０４７-８５２０ 小樽商工会議所,北海道,小樽市,稲穂,２-２２番１号

０４７-８５５０ 小樽市立病院,北海道,小樽市,若松,１-１番１号

０４７-８７９４ 小樽貯金事務センター,北海道,小樽市,入船,５-３番１号

０４７-８６８６ (株) 光合金製作所,北海道,小樽市,新光,２００５/９/６

０４７-８６６３ (株) 新宮商行,北海道,小樽市,稲穂,２-１－１

０４７-８５５８ 学校法人 北照高等学校,北海道,小樽市,最上,２-５番１号

０４７-８５８８ 申告書等集中処理担当部署,北海道,小樽市,港町,５番２号

０４７-８５６０ 第一管区 海上保安本部,北海道,小樽市,港町,５番３号

０４７-８６６６ 日本年金機構 小樽年金事務所,北海道,小樽市,富岡,１-９－６

０４７-８６０１ 北海道中央バス (株）,北海道,小樽市,色内,１-８番６号

０４７-０１９２ 小樽簡易保険加入者ホーム,北海道,小樽市,朝里川温泉,２-６７０

０４７-８６７７ 北海道ワイン (株）,北海道,小樽市,朝里川温泉,１-１３０

０４７-０２９８ 合同化成 (株),北海道,小樽市,銭函,３-５０３－９

０４７-０２９２ 独立行政法人 雇用・能力開発機構 北海道職業能力開発大学校,

０４７-０２９２ 北海道,小樽市,銭函,３-１９０



０７０-８６４１ 旭川家庭裁判所,北海道,旭川市,花咲町,４-２２７２－１６

０７０-８６４２ 旭川簡易裁判所,北海道,旭川市,花咲町,４-２２７２－１６

０７０-８５１５ 旭川ガス (株）,北海道,旭川市,４条通,１６-左６

０７０-８５４１ 旭川市水道局,北海道,旭川市,上常盤町,１

０７０-８５２５ 旭川市役所,北海道,旭川市,六条通,９-４６

０７０-８５４０ 旭川商工会議所,北海道,旭川市,常盤通,１

０７０-８６３６ 旭川地方検察庁,北海道,旭川市,花咲町,４-２２７２－１５

０７０-８６４０ 旭川地方裁判所,北海道,旭川市,花咲町,４-２２７２－１６

０７０-８５２１ 旭川中央警察署,北海道,旭川市,六条通,１０

０７０-８５６０ 旭川トヨペット (株),北海道,旭川市,神居八条,１-１番２７号

０７０-８６７６ 旭川日産自動車 (株),北海道,旭川市,神居４条,１-１番３７号

０７０-８６３９ イオン北海道 (株) イオン旭川春光店,北海道,旭川市,春光町,１０

０７０-８５０７ (株) そごう・西武 西武旭川店,北海道,旭川市,一条通,８-右１号

０７０-８７２０ (株) 北海道新聞 旭川支社,北海道,旭川市,４条通,９-１７０３-７５号

０７０-８６１２ (株) アーバンライフ 建築総合研究所,北海道,旭川市,東七条,３-２番１１号

０７０-８５２０ (株） ＮＴＴ東日本北海道 旭川支店,北海道,旭川市,十条通,１０

０７０-８５１０ (株） ＮＴＴ東日本北海道 １１６旭川センター,北海道,旭川市,五条通,８-

０７０-８７１０ (株） 北洋銀行 旭川中央支店,北海道,旭川市,４条通,１０

０７０-８５６７ (株） 北海道伝統美術工芸村,北海道,旭川市,南が丘,３-１番１号

０７０-８５０３ (株) 丸善三番館,北海道,旭川市,三条通,１５-右１号

０７０-８５０２ (株) 湯浅,北海道,旭川市,宮下通,１０-

０７０-８６１０ 市立旭川病院,北海道,旭川市,金星町,１-１番６５号

０７０-８５３０ 総合病院 旭川赤十字病院,北海道,旭川市,曙一条,１

０７０-８６４４ 国立病院機構 旭川医療センター,北海道,旭川市,花咲町,７-４０４８-

０７０-８６１１ 日本製紙 (株) 旭川工場,北海道,旭川市,パルプ町,５０５-１

０７０-８５０５ 日本年金機構 旭川年金事務所,北海道,旭川市,宮下通,２-１９５４-２号

０７０-８６１６ 北海道旭川土木現業所,北海道,旭川市,東三条,５-１－４４

０７０-８６２１ 北海道教育大学 教育学部 旭川校,北海道,旭川市,北門町,９-

０７０-８５５０ 北海道森林管理局 旭川事務所,北海道,旭川市,神楽三条,５-３番１１号

０７０-８６０１ 北海道東海大学 旭川校舎,北海道,旭川市,神居町忠和,２２４

０７０-８６８６ 北海道労働金庫 旭川支店,北海道,旭川市,五条通,９-６４４-

０７０-８６３０ 陸上自衛隊 旭川駐屯地,北海道,旭川市,春光町,国有無�０７０８６６０ 旭川信用金庫,北海道,旭川

市,４条通,８-

０７０-８７１１ 旭川トヨタ自動車 (株),北海道,旭川市,４条通,２

０７０-８６６６ (株) キシイ,北海道,旭川市,一条通,１３

０７０-８６８８ (株) 谷内,北海道,旭川市,二条通,１５-左８号

０７０-８６７０ (株) 北陸銀行 旭川支店,北海道,旭川市,三条通,１０-２１８９

０７０-８６５３ 上川生産連農業会館 管理協議会,北海道,旭川市,宮下通,１４

０７０-８７０１ 協同組合 日専連旭川,北海道,旭川市,二条通,８-

０７０-８７２２ 旭陽電機 (株),北海道,旭川市,一条通,１５-

０７０-８６８０ 日本放送協会 旭川放送局,北海道,旭川市,六条通,６

０７０-８６５１ 日本生命保険 相互会社 旭川支社,北海道,旭川市,三条通,９

０７０-８６５０ 山室繊維 (株),北海道,旭川市,一条通,１０-左３号

０７１-０１９２ 東神楽農業協同組合 西神楽支店,北海道,旭川市,西神楽南一条,２-６３９-

０７１-０１９８ 北海道立 林産試験場,北海道,旭川市,西神楽一線,１０号

０７８-８５１０ 旭川医科大学,北海道,旭川市,緑が丘東二条,１-１番１号

０７８-８５１３ 旭川開発建設部,北海道,旭川市,宮前１条,３-３－１５

０７８-８５０１ 旭川行政評価分室,北海道,旭川市,宮前１条,３-３－１５

０７８-８５０３ 旭川財務事務所,北海道,旭川市,宮前通東,４１５５番３１

０７８-８５０２ 旭川地方法務局,北海道,旭川市,宮前１条,３-３－１５

０７８-８５０４ 旭川中税務署,北海道,旭川市,宮前１条,３-３－１５

０７８-８５０５ 旭川労働基準監督署,北海道,旭川市,宮前１条,３-３－１５

０７８-８５０７ 申告書等集中処理担当部署,北海道,旭川市,宮前１条,３-３番１５号

０７８-８５５５ 中小企業大学校旭川校,北海道,旭川市,緑が丘東三条,２-２番１号

０７８-８５０６ 農林水産省 北海道農政事務所 旭川地域拠点,北海道,旭川市,宮前１条,３-３－１５

０７８-８５１１ 北海道警察旭川方面本部,北海道,旭川市,一条通,２５

０７９-８５０１ 旭川大学・旭川大学女子短期大学部,北海道,旭川市,永山三条,２３-３

０７９-８５０５ 旭川大学高等学校,北海道,旭川市,永山七条,１６

０７９-８５０９ (株) カンディハウス,北海道,旭川市,永山北二条,６-

０７９-８５１１ (株) 中野銘木店,北海道,旭川市,永山北一条,８-３７－１

０７９-８６５２ (株) 一印 旭川魚卸売市場,北海道,旭川市,流通団地一条,３-

０７９-８５５５ (株) コハタ,北海道,旭川市,永山二条,３-２－１６

０７９-８５０７ (株) スハラ食品,北海道,旭川市,永山十条,２-

０７９-８５０３ (株) トワニ 旭川店,北海道,旭川市,永山一条,３

０７９-８５８５ (株) ふじ,北海道,旭川市,流通団地一条,１-３３-の１

０７９-８５１３ (株) ほくやく 旭川支店,北海道,旭川市,秋月二条,２-５番２２号

０７９-８６５６ (株） ホクレン油機サービス 旭川支店,北海道,旭川市,永山二条,１３-１番２８号

０７９-８５１６ ジャパン建材 (株） 旭川営業所,北海道,旭川市,流通団地三条,５-

０７９-８５５０ ネッツトヨタたいせつ (株),北海道,旭川市,永山三条,１２

０７９-８５０８ 北海道旭川永嶺高等学校,北海道,旭川市,永山町,３-１０２

０７９-８６１０ 北海道上川総合振興局,北海道,旭川市,永山六条,１９-１－１

０７９-８６１３ 北海道上川総合振興局 旭川建設管理部,北海道,旭川市,永山六条,１９-１－１

０７９-８６１１ 北海道上川保健所,北海道,旭川市,永山六条,１９

０７９-８６１２ 北海道教育庁 上川教育局,北海道,旭川市,永山六条,１９

０７９-８６５１ 丸果 旭川青果卸売市場 (株),北海道,旭川市,流通団地一条,３

０７９-８６５０ (株) キョクイチ,北海道,旭川市,流通団地一条,２-

０５０-８５１１ (株） ＮＴＴ東日本 北海道 室蘭支店,北海道,室蘭市,東町,１-１８番６号



０５０-８５７０ (株) 楢崎製作所,北海道,室蘭市,崎守町,３８５

０５０-８５１８ (株） 北洋銀行 中島町支店,北海道,室蘭市,中島町,１-２２番６号

０５０-８５８８ (株) モロオ 室蘭営業所,北海道,室蘭市,日の出町,２-２番１０号

０５０-８５５０ 新日本製鉄 (株） 室蘭製鉄所,北海道,室蘭市,仲町,１２

０５０-８５８２ トヨタカローラ室蘭 (株）,北海道,室蘭市,寿町,３-２０番１号

０５０-８５１０ 日鐵セメント (株),北海道,室蘭市,仲町,６４

０５０-８５８５ 室蘭工業大学,北海道,室蘭市,水元町,２７番１号

０５０-８７２５ 室蘭信用金庫,北海道,室蘭市,東町,２-２４番１３号

０５１-８５０１ 医療法人社団 日鋼記念病院,北海道,室蘭市,新富町,１-５番１３号

０５１-８５５０ (株) 室蘭民報社,北海道,室蘭市,本町,１-３番１６号

０５１-８５１２ 市立室蘭総合病院,北海道,室蘭市,山手町,３-８番１号

０５１-８５４６ 日鋼協力会,北海道,室蘭市,茶津町,４-

０５１-８５０５ 日本製鋼所Ｍ＆Ｅ (株),北海道,室蘭市,茶津町,４

０５１-８５５８ 北海道胆振総合振興局,北海道,室蘭市,海岸町,１-４番１号

０５１-８５５５ 北海道胆振総合振興局 保健環境部 保健行政室,北海道,室蘭市,海岸町,１-４番１号

０５１-８５２４ 室蘭開発建設部,北海道,室蘭市,入江町,１-１４

０５１-８５８５ 室蘭社会保険事務所,北海道,室蘭市,海岸町,１-２０番９号

０５１-８５１１ 室蘭市役所,北海道,室蘭市,幸町,１番２号

０５１-８５３０ 室蘭市役所 広域センタービル庁舎,北海道,室蘭市,海岸町,１-４番１号

０５１-８５８８ 吉沢商事 (株）,北海道,室蘭市,海岸町,３-６番９号

０８４-８５６７ (株) スハラ食品 釧路支店,北海道,釧路市,星が浦南,２-７－１４

０８４-８５１１ 釧路運転免許試験場,北海道,釧路市,大楽毛,１-１５－８

０８４-８５５５ 釧路スバル自動車 (株),北海道,釧路市,新富士町,４-４－１

０８４-８６８６ サンエス電気通信 (株),北海道,釧路市,星が浦大通,１-７－１

０８４-８６７０ 大丸藤井 (株) 釧路支店,北海道,釧路市,星が浦大通,３-７－１０

０８４-８５０１ 道東国分 (株),北海道,釧路市,新富士町,６-２－１３

０８５-８５５０ 金井漁業 (株）,北海道,釧路市,入舟,６-３番２５号

０８５-８５０１ (株) ＮＴＴ東日本－北海道 釧路支店,北海道,釧路市,黒金町,９-２

０８５-８６５０ (株） 釧路新聞社,北海道,釧路市,黒金町,７-３-

０８５-８５２７ (株) 日専連釧路,北海道,釧路市,北大通,２-７-

０８５-８６５５ (株） 北海道新聞社 釧路支社,北海道,釧路市,黒金町,１１-５-１号

０８５-８５５１ 釧路開発建設部,北海道,釧路市,幸町,１０-３-

０８５-８５５５ 釧路ガス (株）,北海道,釧路市,寿,４-１番２号

０８５-８５６７ 釧路刑務所,北海道,釧路市,宮本,２-２－５

０８５-８５８５ 釧路公立大学,北海道,釧路市,芦野,４-１番１号

０８５-８６４９ 釧路財務事務所,北海道,釧路市,幸町,１０-３

０８５-８５０５ 釧路市役所,北海道,釧路市,黒金町,７-５

０８５-８５１５ 釧路税務署,北海道,釧路市,幸町,１０-３-

０８５-８５８６ 釧路地方気象台,北海道,釧路市,幸町,１０-３

０８５-８５５７ 釧路地方検察庁,北海道,釧路市,柏木町,５番７号

０８５-８５２２ 釧路地方法務局,北海道,釧路市,幸町,１０-３

０８５-８５８１ 釧路プリンスホテル,北海道,釧路市,幸町,７-１

０８５-８５３５ 釧路保護観察所,北海道,釧路市,幸町,１０-３

０８５-８５１０ 釧路労働基準監督署,北海道,釧路市,柏木町,２番１２号

０８５-８５５８ 市立釧路総合病院,北海道,釧路市,春湖台,１番１２号

０８５-８５１２ 総合病院 釧路赤十字病院,北海道,釧路市,新栄町,２１番１４号

０８５-８５３３ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 釧路労災病院,北海道,釧路市,中園町,１３番２３号

０８５-８５０２ 日本年金機構 釧路年金事務所,北海道,釧路市,栄町,９-９番２号

０８５-８６６０ 日本放送協会 釧路放送局,北海道,釧路市,幣舞町,３番８号

０８５-８６７７ 日本生命保険 相互会社 釧路支社,北海道,釧路市,末広町,９-２番５号

０８５-８５８０ 北海道教育大学 教育学部 釧路校,北海道,釧路市,城山,１-１５番５５号

０８５-８５８８ 北海道釧路総合振興局,北海道,釧路市,浦見,２-２番５４号

０８５-８５１１ 北海道警察 釧路方面本部,北海道,釧路市,黒金町,１０-５

０８５-８６３９ 北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所,北海道,釧路市,幸町,１０-３

０８５-８６６８ 北海道電力 (株） 釧路支店,北海道,釧路市,幸町,８-１-

０８５-０２９３ 阿寒農業協同組合,北海道,釧路市,阿寒町北新町,１-４－１

０８５-０２９２ 釧路市阿寒町行政センター,北海道,釧路市,阿寒町中央,１-４－１

０８８-０１９３ (株) 大塚製薬工場 釧路工場,北海道,釧路市,音別町朝日,１-１３

０８８-０１９２ 釧路市音別町行政センター,北海道,釧路市,音別町中園,１-１３４

０８０-８５３１ イオン北海道 (株) イオン帯広店,北海道,帯広市,西４条南,２０-１-

０８０-８５８５ 帯広開発建設部,北海道,帯広市,西４条南,８-１０

０８０-８６０９ 帯広公共職業安定所,北海道,帯広市,西五条南,５-２-

０８０-８６４２ 帯広市民生活協同組合,北海道,帯広市,西十八条南,１-４－１

０８０-８６７０ 帯広市役所,北海道,帯広市,西五条南,７-１（帯広郵便局私書箱第４０号）

０８０-８７１１ 帯広商工会議所,北海道,帯広市,西三条南,９-１

０８０-８７０１ 帯広信用金庫,北海道,帯広市,西三条南,７-２（帯広郵便局私書箱第４５号）

０８０-８５５５ 帯広畜産大学,北海道,帯広市,稲田町,西２線１１-

０８０-８６２３ 帯広日産自動車 (株),北海道,帯広市,大通南,２９-２

０８０-８５５０ (株) ＮＴＴ東日本－北海道 北海道東支店,北海道,帯広市,東三条南,１２-２

０８０-８５０１ (株) イトーヨーカ堂 帯広店,北海道,帯広市,稲田町,南８線西１０-１

０８０-８７０８ (株) エヌシーおびひろ,北海道,帯広市,西五条南,１４-

０８０-８６８８ (株) 十勝毎日新聞社,北海道,帯広市,東一条南,８-２

０８０-８５３８ (株) 長崎屋 帯広店,北海道,帯広市,西４条南,１２-３

０８０-８６８６ (株) 日専連ジェミス,北海道,帯広市,西二条南,８-８

０８０-８６７７ (株) 藤丸,北海道,帯広市,西二条南,８-１

０８０-８６８０ (株） 北洋銀行 帯広中央支店,北海道,帯広市,西二条南,１２-１

０８０-８５１１ (株) 北海道ホテル,北海道,帯広市,西七条南,１９-１



０８０-８５１０ 釧路地方法務局 帯広支局,北海道,帯広市,東五条南,９-１－１

０８０-８５０２ 厚生連総合病院 帯広厚生病院,北海道,帯広市,西六条南,８-１

０８０-８５７０ トータルフーズ (株),北海道,帯広市,西十七条南,５-２

０８０-８５１８ 独立行政法人 国立病院機構 帯広病院,北海道,帯広市,西十八条北,２-１６-

０８０-８７１８ ホクレン農業協同組合連合会 帯広支所,北海道,帯広市,西三条南,７-１４

０８０-８５８８ 北海道 十勝総合振興局,北海道,帯広市,東三条南,３-１

０８０-８５０３ 北海道帯広柏葉高等学校,北海道,帯広市,東五条南,１-

０８０-８６５５ 北海道新聞 帯広支社,北海道,帯広市,西４条南,９-１－４

０８０-８６６０ 北海道電力 (株) 帯広支店,北海道,帯広市,西五条南,７-２

０８０-８５６０ 北海道放送 帯広放送局,北海道,帯広市,西二条南,１０-１１

０８０-８６０１ 丸越 (株),北海道,帯広市,西４条南,１０-２７

０８０-８６６６ 山田機械工業 (株) 西７条店舗,北海道,帯広市,西七条南,５-２-

０８０-８６３９ 陸上自衛隊 帯広駐屯地,北海道,帯広市,南町南,７線３１

０８０-２４９２ 帯広地方卸売市場 (株),北海道,帯広市,西二十一条北,１-５－１

０８０-２４９５ 帯広三菱ふそう自動車販売 (株）,北海道,帯広市,西十九条北,１-１番１０号

０８０-２４９８ (株） 福原,北海道,帯広市,西二十二条北,１-１３-

０８０-２４９３ パナソニックデバイス帯広 (株）,北海道,帯広市,西二十五条北,１-２番１号

０８０-２４９７ 東北海道日野自動車 (株),北海道,帯広市,西十九条北,１-７番６号

０８０-２４９６ 六花亭製菓 (株),北海道,帯広市,西二十４条北,１-３番１９号

０８９-１１９２ 帯広刑務所,北海道,帯広市,別府町南,１３線３３-

０８９-１１９８ 帯広市川西農業協同組合,北海道,帯広市,川西町西,２線６１－１

０９０-８５１９ (株) 北見東急イン,北海道,北見市,大通西,２-１

０９０-８５０９ (株） きたみ東急百貨店,北海道,北見市,大通西,２-１

０９０-８６８０ (株） 帝国データバンク 北見支店,北海道,北見市,北六条東,１-８-

０９０-８５０２ (株) トワニ 北見店,北海道,北見市,とん田東町,６１７－１５３

０９０-８５８０ (株) ノースウインド,北海道,北見市,大通西,４-２

０９０-８５６０ (株) マルモ,北海道,北見市,卸町,２-２－３

０９０-８５５５ 学校法人 北海学園北見校地,北海道,北見市,北光,２３５-

０９０-８５０７ 北見工業大学,北海道,北見市,公園町,１６５-

０９０-８７０１ 北見市上下水道局,北海道,北見市,中ノ島町,１-４番１号

０９０-８５８５ 北見社会保険事務所,北海道,北見市,高砂町,２番２１号

０９０-８５０１ 北見市役所,北海道,北見市,北五条東,２

０９０-８７１０ 北見商工会議所,北海道,北見市,北三条東,１-２

０９０-８７１１ 北見信用金庫,北海道,北見市,北二条東,１

０９０-８６５２ 北見トヨペット (株）,北海道,北見市,とん田東町,６１６-

０９０-８７２３ 北見日産自動車 (株),北海道,北見市,常盤町,６-２－１０

０９０-８６５０ 北見農業会館管理運営委員会,北海道,北見市,とん田東町,６１７

０９０-８５０３ 北見バス (株）,北海道,北見市,南町,１-５－１

０９０-８６４２ 北見藤女子高等学校,北海道,北見市,三楽町,２１３

０９０-８５４０ 北見労働基準監督署,北海道,北見市,青葉町,６番８号

０９０-８５６７ 小林病院,北海道,北見市,北三条西,４-２-

０９０-８７２２ 住友生命保険 相互会社 北見支店,北海道,北見市,大通西,４-

０９０-８６６６ 総合病院 北見赤十字病院,北海道,北見市,北六条東,２-

０９０-８５５０ 大丸 (株) 道北支店北見出張所,北海道,北見市,卸町,１-８番６号

０９０-８５１８ 北海道 北見保健所,北海道,北見市,青葉町,６番６号

０９０-８５５８ 北海道 北見緑陵高等学校,北海道,北見市,大正,２５５

０９０-８５３３ 北海道北見柏陽高等学校,北海道,北見市,柏陽町,５６７

０９０-８５１１ 北海道警察 北見方面本部,北海道,北見市,青葉町,６-１

０９０-８６５５ 北海道新聞 北見支社,北海道,北見市,幸町,１-２の１７

０９０-８５８８ 北海道森林管理局 北見事務所,北海道,北見市,北斗町,３-１１－３

０９０-８５３２ 北海道労働金庫 北見支店,北海道,北見市,北４条西,５

０９０-８６１０ 有限会社 勉強屋本部,北海道,北見市,北二条西,２-８

０９０-８７２９ (株） 日専連ニックコーポレーション,北海道,北見市,北二条西,１-１６-の１

０９１-０１９４ オホーツク観光 (株） 温根湯ホテル,北海道,北見市,留辺蘂町温根湯温泉,４９２

０９１-０１９３ (株） 大江本家,北海道,北見市,留辺蘂町温根湯温泉,番外地

０９１-０１９２ きたみらい農業協同組合 温根湯支所,北海道,北見市,留辺蘂町温根湯温泉,１５７-

０９１-８６６６ 北見市役所 留辺蘂総合支所,北海道,北見市,留辺蘂町上町,６１

０９３-０２９２ 北見市役所 常呂総合支所,北海道,北見市,常呂町字常呂,３２３-

０９９-１５９５ 京セラ (株) 北海道北見工場,北海道,北見市,豊地,３０

０９９-２１９４ 北見市教育委員会,北海道,北見市,端野町二区,４７１-１

０９９-２１９２ 北見市役所 端野総合支所,北海道,北見市,端野町二区,４７１-１

０９９-２１９３ きたみらい農業協同組合 端野支所,北海道,北見市,端野町三区,４８３-１７号

０９９-２１９５ 東武端野店,北海道,北見市,端野町三区,５７２-１号

０９９-２１９７ 網走水産 (株),北海道,北見市,端野町緋牛内,１５３-の５

０９９-２１９６ オホーツク観光 (株),北海道,北見市,端野町緋牛内,１５３-の５

０９９-２１９８ 北海道北見商業高等学校,北海道,北見市,端野町三区,５８３-１

０６８-０４９２ 夕張市役所,北海道,夕張市,本町,４-２-

０６８-８６８８ 岩見沢ガス (株）,北海道,岩見沢市,二条西,１６-１

０６８-８６０９ 岩見沢公共職業安定所,北海道,岩見沢市,五条東,１５

０６８-８６８６ 岩見沢市役所,北海道,岩見沢市,鳩が丘,１-１－１

０６８-８５５５ 岩見沢市立総合病院,北海道,岩見沢市,九条西,７-２

０６８-８５１１ 及川産業 (株),北海道,岩見沢市,二条東,１８-１-

０６８-８６５０ (株) いわせき,北海道,岩見沢市,五条東,１-７-

０６８-８５８８ (株） きたいち,北海道,岩見沢市,大和三条,９-１４

０６８-８６３９ (株) コミュニティエフエムはまなす,北海道,岩見沢市,有明町南,１-２０

０６８-８６６８ 積水化学北海道 (株),北海道,岩見沢市,東町,２３４

０６８-８６６０ 空知信用金庫,北海道,岩見沢市,三条西,６-２-１



０６８-８６６６ 北燃商事 (株),北海道,岩見沢市,八条東,１-３

０６８-８５５０ 北海道 教育庁空知教育局,北海道,岩見沢市,八条西,５

０６８-８６４２ 北海道教育大学 教育学部 岩見沢校,北海道,岩見沢市,緑が丘,２-３４-

０６８-８５５８ 北海道空知総合振興局,北海道,岩見沢市,八条西,５

０６８-０１９４ 岩見市役所 栗沢支所,北海道,岩見沢市,栗沢町東本町,２１-

０６８-１２９２ 岩見沢市役所 北村支所,北海道,岩見沢市,北村赤川,５９３-１号

０９３-８６０９ 網走公共職業安定所,北海道,網走市,大曲,１-１番３号

０９３-８５５５ 網走市役所,北海道,網走市,南六条東,４-

０９３-８６５０ 網走信用金庫 本店,北海道,網走市,南４条西,１-８

０９３-８７１０ (株） 光和,北海道,網走市,南六条東,７-５-

０９３-８６８０ (株） 北洋銀行 網走支店,北海道,網走市,南４条東,２-１）

０９３-８６８６ 釧路信用組合 網走支店,北海道,網走市,南五条東,１-６

０９３-８７１１ 島田建設 (株）,北海道,網走市,駒場南,１-１番１０号

０９３-８５８５ 北海道オホーツク総合振興局,北海道,網走市,北七条西,３-

０９３-８６７０ 北海道オホーツク総合振興局 網走建設管理部,北海道,網走市,北七条西,３-

０９３-８５４４ 北海道開発局 網走開発建設部,北海道,網走市,新町,２-６番１号

０９３-８６１９ 北海道教育庁網走教育局,北海道,網走市,北七条西,３-

０９３-８７２８ オホーツク網走農業協同組合,北海道,網走市,南４条東,２-１０

０９９-２４９２ (株) 網走観光ホテル,北海道,網走市,字呼人,２３-３

０９９-２４９５ (株) ホテルビューパーク,北海道,網走市,字呼人,２３-３

０９９-２４９３ 東京農業大学 生物産業学部,北海道,網走市,字八坂,１９６

０７７-８５０１ 留萌開発建設部,北海道,留萌市,寿町,１-

０７７-８６０１ 留萌市役所,北海道,留萌市,幸町,１-１１-

０７７-８５１１ 留萌市立総合病院,北海道,留萌市,東雲町,２-１６

０７７-８６８６ 留萌信用金庫,北海道,留萌市,花園町,２-１－８

０７７-８６６０ 留萌地区農業団体連絡協議会,北海道,留萌市,末広町,２-４－１２

０５３-８５０６ 医療法人 王子総合病院,北海道,苫小牧市,若草町,３-４番８号

０５３-８７１１ 王子製紙 (株) 苫小牧工場,北海道,苫小牧市,王子町,２-１番１号

０５３-８６１１ (株） 苫小牧民報社,北海道,苫小牧市,若草町,３-１番８号

０５３-８５３３ (株） 三星,北海道,苫小牧市,字糸井,１４１-

０５３-８５０５ 光陽商事 (株）,北海道,苫小牧市,一本松町,１２-１

０５３-８５４１ 駒澤大学附属 苫小牧高等学校,北海道,苫小牧市,美園町,１-９番３号

０５３-８５７０ 社団法人 苫小牧市医師会,北海道,苫小牧市,旭町,２-４番２０号

０５３-８６０９ 苫小牧公共職業安定所,北海道,苫小牧市,港町,１-６番１５号

０５３-８７２２ 苫小牧市役所,北海道,苫小牧市,旭町,４-５番６号

０５３-８６５４ 苫小牧信用金庫,北海道,苫小牧市,表町,３-１番６号

０５３-８５８８ 苫小牧年金事務所,北海道,苫小牧市,若草町,２-１番１４号

０５３-８５１１ 苫小牧埠頭 (株),北海道,苫小牧市,入船町,３-４番２１号

０５３-８５４０ 苫小牧労働基準監督署,北海道,苫小牧市,港町,１-６番１５号

０５３-８５２２ ナラサキスタックス (株）,北海道,苫小牧市,元中野町,２-１３番２４号

０５３-８６６６ 日本生命保険 相互会社 苫小牧支社,北海道,苫小牧市,錦町,１-１番１号

０５３-８６１９ 日本電信電話 (株） 苫小牧支店,北海道,苫小牧市,旭町,３-６番１３号

０５３-８６５３ ホクレン農業協同組合連合会 苫小牧支所,北海道,苫小牧市,若草町,５-５番３号

０５３-８５５５ 北海道苫小牧東高等学校,北海道,苫小牧市,清水町,２-１２番２０号

０５９-１２９２ 苫小牧駒澤大学,北海道,苫小牧市,字錦岡,５２１－２９３

０５９-１３９２ 出光興産 (株） 北海道製油所,北海道,苫小牧市,真砂町,２５-１号

０５９-１３９４ (株) イワクラ,北海道,苫小牧市,晴海町,１-２３

０５９-１３９３ トヨタ自動車北海道 (株),北海道,苫小牧市,字勇払,１４５－１

０５９-１３９６ 豊田通商 (株) 北海道支店,北海道,苫小牧市,字勇払,１４５－２５９

０５９-１３９５ 日本製紙 (株） 勇払工場,北海道,苫小牧市,字勇払,１４３-

０９７-８５５５ 市立稚内病院,北海道,稚内市,中央,４-１１－６

０９７-８５５８ 北海道 宗谷総合振興局,北海道,稚内市,末広,４-２－２７

０９７-８５２５ 北海道 稚内保健所,北海道,稚内市,末広,４-２番２７号

０９７-８６３９ 北海道教育庁 宗谷教育局,北海道,稚内市,末広,４-２－２７

０９７-８５２７ 稚内開発建設部,北海道,稚内市,末広,５-６－１

０９７-８６０９ 稚内公共職業安定所,北海道,稚内市,末広,４-１番２５号

０９７-８６８６ 稚内市役所,北海道,稚内市,中央,３-１３－１５

０９７-８６６６ 稚内信用金庫 本店,北海道,稚内市,中央,３-９－６

０９７-８５８５ 稚内土木現業所,北海道,稚内市,末広,４-２－２７

０９７-８５１０ 稚内年金事務所,北海道,稚内市,末広,４-１－２８

０７９-０１９７ 専修大学北海道短期大学,北海道,美唄市,字美唄,１６１０－１

０７２-８６６０ 美唄市役所,北海道,美唄市,西三条南,１-１番１号

０７９-０１９２ ＪＡみねのぶ,北海道,美唄市,峰延町本町,

０７９-０１９８ 北海道立 林業試験場,北海道,美唄市,光珠内町東山,

０７５-８７１１ 芦別市役所,北海道,芦別市,北一条東,１-３-

０７５-８５０１ 芦別市立病院,北海道,芦別市,本町,１４-

０７９-１３９３ (株) オプトエレクトロニクス 芦別工場,北海道,芦別市,上芦別町,１１８－１２２

０７９-１３９７ 北日本精機 (株),北海道,芦別市,上芦別町,２６－２３

０７９-１３９６ 滝沢ベニヤ (株),北海道,芦別市,野花南町,１０００

０６７-８５６４ 江別高等学校,北海道,江別市,上江別,４４４-１

０６７-８６７４ 江別市役所,北海道,江別市,高砂町,６-

０６７-８５４７ 江別商工会議所,北海道,江別市,４条,７-１

０６７-８５８５ 江別市立病院,北海道,江別市,若草町,６-

０６７-８５０１ (株) ペイロール 北海道ＢＰＯセンター,北海道,江別市,二条,５-９番２号

０６７-８５５１ (株） 菊水,北海道,江別市,工栄町,１９-６

０６７-８５６５ 北海鋼機 (株）,北海道,江別市,上江別,４４１

０６９-８５５５ 札幌学院大学,北海道,江別市,文京台,１１-



０６９-８５３３ とわの森三愛高等学校,北海道,江別市,文京台緑町,５６９

０６９-８５１１ 北翔大学・北翔大学短期大学部,北海道,江別市,文京台,２３-

０６９-８５８５ 北海道情報大学,北海道,江別市,西野幌,５９-２号

０６９-８５０１ 酪農学園大学,北海道,江別市,文京台緑町,５８２-２号

０７９-１１９２ 赤平市役所,北海道,赤平市,泉町,４-１-

０９４-８６４５ イオン北海道 (株) 紋別店,北海道,紋別市,花園町,３-４－３９

０９４-８７１４ 大原病院,北海道,紋別市,幸町,４-

０９４-８７１０ オホーツクはまなす農協,北海道,紋別市,落石町,４-１３－６

０９４-８７０５ (株) 三幸,北海道,紋別市,北浜町,１-

０９４-８７１５ (株) 西村組 紋別支店,北海道,紋別市,港町,１

０９４-８７１７ (株) 藤川水産,北海道,紋別市,北浜町,１-１１－２２

０９４-８７０３ (株） 北洋銀行 紋別中央支店,北海道,紋別市,本町,３-１－２２

０９４-８７１３ (株) 北海道銀行 紋別支店,北海道,紋別市,本町,５-１－５

０９４-８７０２ (株) 丸三 岩倉商店,北海道,紋別市,港町,３-１－３

０９４-８７１２ (株) 民友商事,北海道,紋別市,幸町,４-

０９４-８７０６ 北見信用金庫 紋別支店,北海道,紋別市,幸町,４-２－１５

０９４-８７０９ 広域紋別病院企業団,北海道,紋別市,緑町,５-６－８

０９４-８７０４ 大安サービス (株),北海道,紋別市,本町,４-２－７

０９４-８７０８ 東海倉庫 (株),北海道,紋別市,港町,５-

０９４-８６４２ 北海道 紋別保健所,北海道,紋別市,南が丘町,１-６

０９４-８５５４ 北海道オホーツク総合振興局 紋別道税事務所,北海道,紋別市,幸町,６-

０９４-８６０２ 北海道信用漁業協同組合連合会 北見支店,北海道,紋別市,港町,６-２－１２

０９４-８６４３ 北海道紋別高等学校,北海道,紋別市,南が丘町,６-３－４７

０９４-８６４６ 北海道立 紋別高等看護学院,北海道,紋別市,緑町,５-６－７

０９４-８５５３ 北方建設産業 (株),北海道,紋別市,元紋別,６-の１

０９４-８６４４ マルカイチ水産 (株),北海道,紋別市,新港町,２-１１－７

０９４-８５５１ みゆき観光開発 (株),北海道,紋別市,幸町,５-

０９４-８７１６ 紋別医師会,北海道,紋別市,花園町,１-３－３

０９４-８６０１ 紋別漁業協同組合,北海道,紋別市,港町,６-５－２

０９４-８６４１ 紋別警察署,北海道,紋別市,南が丘町,１-５

０９４-８６０９ 紋別公共職業安定所,北海道,紋別市,南が丘町,７-７２番５号

０９４-８７０７ 紋別市役所,北海道,紋別市,幸町,２-１－１８

０９４-８７０１ 紋別商工会議所,北海道,紋別市,本町,４

０９５-８６８６ 士別市役所,北海道,士別市,東六条,４-

０９５-８６０９ 名寄公共職業安定所 士別出張所,北海道,士別市,東４条,３-

０９５-０４９２ 士別市 朝日総合支所,北海道,士別市,朝日町中央,４０４０-

０９６-８５０１ (株) 西條,北海道,名寄市,西４条南,８-

０９６-８５５８ (株） 西條本部,北海道,名寄市,西三条南,６

０９６-８５０８ (株) 西厚商事,北海道,名寄市,西三条南,６-２５-１

０９６-８６０９ 名寄公共職業安定所,北海道,名寄市,西五条南,１０

０９６-８６８６ 名寄市役所,北海道,名寄市,大通南,１-１-

０９６-８５１１ 名寄市立総合病院,北海道,名寄市,西七条南,８-１

０９６-８６４１ 名寄市立大学,北海道,名寄市,西４条北,８-１

０９６-８６６６ 名寄信用金庫,北海道,名寄市,西二条南,５-５

０９６-８５５５ 北陽製紙 (株）,北海道,名寄市,字徳田,２０-６

０９６-８５８５ 吉田病院,北海道,名寄市,西三条南,６-

０９６-８５８４ 陸上自衛隊 名寄駐屯地,北海道,名寄市,字内淵,８４-

０６８-２１９４ 市立三笠総合病院,北海道,三笠市,宮本町,４８９-１

０６８-２１９３ 三笠市教育委員会,北海道,三笠市,若草町,４０４

０６８-２１９２ 三笠市役所,北海道,三笠市,幸町,２-

０８７-８５５５ 航空自衛隊 根室分屯基地,北海道,根室市,光洋町,４-１５

０８７-８６８６ 市立根室病院,北海道,根室市,有磯町,１-２-

０８７-８６０９ 根室公共職業安定所,北海道,根室市,幸町,１-８

０８７-８７１１ 根室市役所,北海道,根室市,常盤町,２-２７-

０８７-８５８８ 北海道根室振興局,北海道,根室市,常盤町,３-２８

０８７-０１９２ 歯舞漁業協同組合,北海道,根室市,歯舞,４-１２０

０６６-８５５７ イオン北海道 (株) イオン千歳店,北海道,千歳市,栄町,６-

０６６-８６１０ 一般社団法人 日本血液製剤機構 千歳工場,北海道,千歳市,泉沢,１００７番３１

０６６-８５５５ (株) ＩＨＩスター,北海道,千歳市,上長都,１０６１-２

０６６-８５８５ (株) ダイナックス,北海道,千歳市,上長都,１０５３-２

０６６-８６６０ (株) 山三ふじや,北海道,千歳市,末広,１-４－８）

０６６-８５６７ カルビー (株) 千歳工場,北海道,千歳市,北信濃,７７９-４

０６６-８６５５ 学校法人 千歳科学技術大学,北海道,千歳市,美々,７５８-６５

０６６-８７１１ キリンビール (株) 北海道千歳工場,北海道,千歳市,上長都,９４９-１

０６６-８５１０ 航空自衛隊 千歳基地,北海道,千歳市,平和,無�０６６８５６６ 国際電気 (株) 千歳工場,北海道,千

歳市,泉沢,１００７-１７６

０６６-８５０４ 国土交通省 東京航空局 新千歳空港事務所,北海道,千歳市,美々,新千歳空港内

０６６-８５５０ 市立千歳市民病院,北海道,千歳市,北光,２-１番１号

０６６-８７８７ セイコーエプソン (株） 千歳事業所,北海道,千歳市,美々,７５８-１７３

０６６-８６４９ 全日本空輸 (株) 千歳空港支店,北海道,千歳市,美々,新千歳空港内

０６６-８７６５ 千歳アウトレットモール・レラ,北海道,千歳市,柏台南,１-２－１

０６６-８６０１ 千歳印刷 (株),北海道,千歳市,錦町,３-３-

０６６-８５２０ 千歳国際ホテル (株),北海道,千歳市,本町,４-４-４

０６６-８５０８ 千歳市商店街振興組合連合会,北海道,千歳市,幸町,１-９

０６６-８６８６ 千歳市役所,北海道,千歳市,東雲町,２-３４-

０６６-８５５８ 千歳商工会議所,北海道,千歳市,東雲町,３-２-６

０６６-８６３７ 千歳全日空ホテル,北海道,千歳市,北栄,２-１３４５-３１



０６６-８５７０ 東洋製罐 (株) 千歳工場,北海道,千歳市,北信濃,８５７

０６６-８５１５ 道央農協協同組合 千歳支所,北海道,千歳市,高台,５-１番１５号

０６６-８６２２ 日本航空専門学校,北海道,千歳市,泉沢,１００７-９５

０６６-８５０２ パナソニック (株） 回路部品事業部,北海道,千歳市,上長都,１０３７の２

０６６-８５８８ フランスベット (株) 北海道工場,北海道,千歳市,北信濃,８６７-

０６６-８６３９ 北央三菱自動車販売 (株),北海道,千歳市,上長都,９６３-４

０６６-８６６６ 北海道石狩保険福祉事務所 千歳地域保健部,北海道,千歳市,東雲町,４-２

０６６-８５０１ 北海道千歳高等学校,北海道,千歳市,北栄,１-４番１号

０６６-８６１１ 北海道千歳北陽高等学校,北海道,千歳市,北陽,２-１０

０６６-８６３３ 北海道電力 (株) 千歳支社,北海道,千歳市,北栄,２-２

０６６-８５１２ 北海道森紙業 (株) 札幌事業所千歳工場,北海道,千歳市,上長都,９４７-２

０６６-８５３３ ミツミ電機 (株) 千歳事業所,北海道,千歳市,泉沢,１００７－３９

０６６-８６６８ 陸上自衛隊 北千歳駐屯地,北海道,千歳市,北信濃,７２４

０６６-８５７７ 陸上自衛隊 東千歳駐屯地,北海道,千歳市,祝梅,１０１６

０７３-８５８５ 札幌法務局 滝川支局,北海道,滝川市,緑町,１-６番１号

０７３-８６８６ 滝川市役所,北海道,滝川市,大町,１-２－１５

０７３-８５１１ 滝川商工会議所,北海道,滝川市,大町,１-８番１号

０７３-８５０２ 滝川労働基準監督署,北海道,滝川市,緑町,２-５番３０号

０７３-８５０１ 中山組,北海道,滝川市,明神町,４-１番１７号

０７３-８６８８ 北門信用金庫,北海道,滝川市,本町,１-２－５

０７３-８５１０ 陸上自衛隊 滝川駐屯地,北海道,滝川市,泉町,２３６

０７３-０１９７ (株) 北菓楼,北海道,砂川市,西一条北,１９-２番１号

０７３-０１９８ (株) ホリ,北海道,砂川市,西一条北,１９-２番１号

０７３-０１９２ 砂川社会保険事務所,北海道,砂川市,西４条北,５-１－１

０７３-０１９５ 砂川市役所,北海道,砂川市,西六条北,３-１－１

０７３-０１９６ 砂川市立病院,北海道,砂川市,西４条北,２-１－１

０７３-０４９２ 歌志内市役所,北海道,歌志内市,字本町,５

０７４-８６８６ 北空知信用金庫,北海道,深川市,４条,８番１６号

０７４-８５８５ 拓殖大学 北海道短期大学,北海道,深川市,,メム４５５８-

０７４-８６５０ 深川市役所,北海道,深川市,二条,１７番１７号

０７６-８６０９ 旭川公共職業安定所 富良野出張所,北海道,富良野市,緑町,９番１号

０７６-８５１１ (株) プリンスホテル 新富良野プリンスホテル,北海道,富良野市,字中御料,

０７６-８７６５ 社会福祉法人 北海道社会事業協会 富良野病院,北海道,富良野市,住吉町,１番３０号

０７６-８５５５ 富良野市役所,北海道,富良野市,弥生町,１番１号

０７６-８６６６ ふらの農業協同組合,北海道,富良野市,朝日町,３番１号

０５９-０５９５ (株) 第一滝本館,北海道,登別市,登別温泉町,５５

０５９-０５９２ (株) 登別グランドホテル,北海道,登別市,登別温泉町,１５４

０５９-０５９８ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 登別病院,北海道,登別市,登別東町,３-１０番２２

０５９-８７０１ 登別市役所,北海道,登別市,中央町,６-１１-

０５９-０５９６ 登別プリンスホテル 石水亭,北海道,登別市,登別温泉町,２０３－１

０５９-０４９３ 医療法人社団 千寿会 三愛病院,北海道,登別市,中登別町,２４

０５９-０４９２ (株) 北海道マリンパーク,北海道,登別市,登別東町,１-２２

０５９-８６０１ 日本工学院北海道専門学校,北海道,登別市,札内町,１８４－３

０５９-０４９６ マルヒラ 渡辺水産 (株),北海道,登別市,富浦町,１-４１-１

０６１-１３９５ 医療法人 北晨会 恵み野病院,北海道,恵庭市,恵み野西,２-３－５

０６１-１３９２ 道央農業協同組合 恵庭支所,北海道,恵庭市,島松仲町,２-１０番１４号

０６１-１３９６ 北海道ハイテクノロジー専門学校,北海道,恵庭市,恵み野北,２-１２－１

０６１-１３９３ 陸上自衛隊 北海道補給処,北海道,恵庭市,西島松,３０８

０６１-１４９８ 恵庭市役所,北海道,恵庭市,京町,１-

０６１-１４９３ (株) 堀川 北海道事業部,北海道,恵庭市,北柏木町,３-８９番

０６１-１４９２ 合同容器 (株),北海道,恵庭市,北柏木町,３-３９番

０６１-１４９６ 三和シャッター工業 (株) 札幌工場,北海道,恵庭市,北柏木町,３-４８番

０６１-１４９７ ニチレキ (株) 北海道支店,北海道,恵庭市,北柏木町,３-３４番

０５２-８６８６ 商業協同組合 日専連だて,北海道,伊達市,鹿島町,４７-９

０５２-８５１１ 総合病院 伊達赤十字病院,北海道,伊達市,末永町,８１

０５２-８６６６ 伊達市農業協同組合,北海道,伊達市,末永町,７４-

０５２-８５８６ 伊達市立通勤センター事務所,北海道,伊達市,旭町,５０-６２

０５２-８６５０ 伊達信用金庫,北海道,伊達市,梅本町,３９-３０

０５２-８５８５ 北海道社会福祉事業団 太陽の園,北海道,伊達市,幌美内町,３６-５８

０６１-８５０１ アマゾン札幌フルフィルメントセンター,北海道,北広島市,大曲工業団地,２００２/５/６

０６１-１１９２ 北広島市役所,北海道,北広島市,中央,４-２－１

０６１-１１９５ 社会福祉法人 北海道リハビリー,北海道,北広島市,西の里,５０７-１

０６１-１１９６ 北海道櫻井産業学園,北海道,北広島市,中の沢,１４９-

０６１-３２９２ 石狩市役所,北海道,石狩市,花川北六条,１-３０-２

０６１-３２９３ エコートレーディング (株) 札幌支店,北海道,石狩市,新港南,３-７０３-３号

０６１-３２９４ (株) モロオ 石狩物流センター,北海道,石狩市,新港西,１-７２３-４号

０６１-３２９５ ピップトウキョウ (株) 札幌センター,北海道,石狩市,新港西,２-７７１-１号

０６１-３２９６ ＹＫＫ ＡＰ (株） 北海道工場,北海道,石狩市,新港南,１-２２-３３号

０６１-３６９２ 石狩市役所 厚田支所,北海道,石狩市,厚田区厚田,１８

０６１-３１９７ 石狩市役所 浜益支所,北海道,石狩市,浜益区浜益,２-３

０４９-０１９３ 日本セメント (株）,北海道,北斗市,谷好,１-１５１-

０４９-０１９２ 北斗市役所,北海道,北斗市,中央,１-３番１０号

０６１-０２９３ 学校法人 東日本学園北海道医療大学,北海道,石狩郡当別町,字金沢,１７５７-

０６１-０２９５ 当別町農業協同組合,北海道,石狩郡当別町,錦町,５３-５７号

０６１-０２９２ 当別町役場,北海道,石狩郡当別町,白樺町,５８-９

０６１-０２９６ 北海道当別高等学校,北海道,石狩郡当別町,春日町,８４-４号

０６８-１１９５ 社会福祉法人 新篠津福祉会,北海道,石狩郡新篠津村,,８９４番２



０６８-１１９３ 新篠津村農業協同組合,北海道,石狩郡新篠津村,第４７線,北１３-

０６８-１１９２ 新篠津村役場,北海道,石狩郡新篠津村,第４７線,北１３-

０６８-１１９４ 北海道新篠津高等養護学校,北海道,石狩郡新篠津村,第４５線,北１３-

０４９-１５９４ 松前町教育委員会,北海道,松前郡松前町,字神明,３０

０４９-１５９２ 松前町役場,北海道,松前郡松前町,字福山,２４８

０４９-１５９３ 松前町立松前病院,北海道,松前郡松前町,字大磯,１７４－１

０４９-１３９２ 福島町役場,北海道,松前郡福島町,字福島,８２０

０４１-１１９６ (株) アムコー・テクノロジー・ジャパン 函館地区,北海道,亀田郡七飯町,字中島,１４５-

０４１-１１９３ 七飯町教育委員会,北海道,亀田郡七飯町,字本町,５６８－８

０４１-１１９４ 七飯町農業協同組合,北海道,亀田郡七飯町,字本町,３１１

０４１-１１９２ 七飯町役場,北海道,亀田郡七飯町,字本町,５６８－３

０４１-１１９５ 函館厚生院 ななえ新病院,北海道,亀田郡七飯町,字本町,６５７-５号

０４１-１３９２ (株) プリンスホテル 函館大沼プリンスホテル,北海道,亀田郡七飯町,字西大沼,１４８

０４１-１４９７ 鹿部カントリー倶楽部,北海道,茅部郡鹿部町,字本別,５３０-１２５号

０４１-１４９８ 鹿部町役場,北海道,茅部郡鹿部町,字宮浜,２９９

０４１-１４９６ 鹿部ロイヤルホテル,北海道,茅部郡鹿部町,字本別,５３０-１２７号

０４９-２１９２ グリーンピア大沼,北海道,茅部郡森町,字赤井川,２２９

０４９-２３９２ 渡島信用金庫,北海道,茅部郡森町,字御幸町,１１５-

０４９-２３９４ 北海道森高等学校,北海道,茅部郡森町,字上台町,３２６－４８

０４９-２３９３ 森町役場,北海道,茅部郡森町,字御幸町,１４４－１

０４３-０４９５ 八雲町 熊石総合支所,北海道,二海郡八雲町,熊石根崎町,１１６

０４９-３１９８ 独立行政法人 国立病院機構 八雲病院,北海道,二海郡八雲町,宮園町,１２８-

０４９-３１９７ 八雲総合病院,北海道,二海郡八雲町,東雲町,５０-

０４９-３１９２ 八雲町役場,北海道,二海郡八雲町,住初町,１３８-

０４９-３５９２ 長万部町役場,北海道,山越郡長万部町,字長万部,４５３

０４３-８６５１ 江差信用金庫,北海道,檜山郡江差町,字本町,１３２

０４３-８５６０ 江差町役場,北海道,檜山郡江差町,字中歌町,１９３－１

０４３-８６０９ 函館公共職業安定所 江差出張所,北海道,檜山郡江差町,字姥神町,１６７

０４３-８５５８ 北海道 桧山支庁,北海道,檜山郡江差町,字陣屋町,３３６－３

０４９-０６９２ 江差信用金庫 上ノ国支店,北海道,檜山郡上ノ国町,字大留,２４４－９

０４９-０６９３ (株) カイト,北海道,檜山郡上ノ国町,字大留,１２２－１

０４９-０６９８ 上ノ国町役場,北海道,檜山郡上ノ国町,字大留,１００

０４９-０６９７ 新函館農業協同組合 上ノ国支店,北海道,檜山郡上ノ国町,字大留,２４６-

０４９-０６９５ 北海道上ノ国高等学校,北海道,檜山郡上ノ国町,字大留,３５１-

０４３-１４９８ 奥尻町役場,北海道,奥尻郡奥尻町,字奥尻,８０６

０４９-４３９７ 今金町農業協同組合,北海道,瀬棚郡今金町,字今金,１４１

０４９-４３９３ 今金町役場,北海道,瀬棚郡今金町,字今金,４８-１

０４３-０５９５ せたな町役場 大成支所,北海道,久遠郡せたな町,大成区都,４２７-

０４９-４５９５ 北檜山町農業協同組合,北海道,久遠郡せたな町,北檜山区北檜山,２０-

０４９-４５９２ せたな町役場,北海道,久遠郡せたな町,北檜山区徳島,６３-１

０４８-０１９２ 黒松内町役場,北海道,寿都郡黒松内町,字黒松内,３０２－１

０４８-１３９４ (株） 熊谷本店,北海道,磯谷郡蘭越町,蘭越町,２２

０４８-１３９５ 北海信用金庫 蘭越支店,北海道,磯谷郡蘭越町,蘭越町,１１１-の６

０４８-１３９６ 室野建設工業 (株）,北海道,磯谷郡蘭越町,蘭越町,５１４-の２

０４８-１３９３ ようてい農業協同組合 蘭越支所,北海道,磯谷郡蘭越町,蘭越町,

０４８-１３９２ 蘭越町役場,北海道,磯谷郡蘭越町,蘭越町,２５８-の５

０４８-１５９５ ニセコ町役場,北海道,虻田郡ニセコ町,字富士見,４７

０４８-１５９２ ヒルトンニセコビレッジ,北海道,虻田郡ニセコ町,字東山,温泉

０４４-０２９６ 喜茂別町商工会,北海道,虻田郡喜茂別町,字喜茂別,２９３－１

０４４-０２９２ 喜茂別町役場,北海道,虻田郡喜茂別町,字喜茂別,１２３

０４４-０２９５ クレードル興農 (株) 喜茂別工場,北海道,虻田郡喜茂別町,字喜茂別,８３

０４４-８５８８ 北海道 後志支庁,北海道,虻田郡倶知安町,北一条東,２-

０４４-８５４４ 北海道教育庁 後志教育局,北海道,虻田郡倶知安町,北一条東,２

０４８-２２９２ 共和町役場,北海道,岩内郡共和町,南幌似,３８-の２

０４５-８６０９ 岩内公共職業安定所,北海道,岩内郡岩内町,字相生,１９９-の１

０４５-８５５５ 岩内町役場,北海道,岩内郡岩内町,字清住,２５８-

０４６-０２９２ 積丹町役場,北海道,積丹郡積丹町,大字美国町,字船澗４８-

０４６-０１９４ 社会福祉法人 古平福祉会,北海道,古平郡古平町,大字歌棄町,２０４-

０４６-０１９２ 古平町役場,北海道,古平郡古平町,大字浜町,４０-４

０４８-２４９３ 新おたる農業協同組合,北海道,余市郡仁木町,北町,３-４

０４８-２４９２ 仁木町役場,北海道,余市郡仁木町,西町,１-３６-１

０４６-８６８６ 北海信用金庫,北海道,余市郡余市町,黒川町,４-５

０４６-８５５５ 北海道立 中央水産試験場,北海道,余市郡余市町,浜中町,２３８-

０４６-８５４６ 余市町役場,北海道,余市郡余市町,朝日町,２６-

０４６-０５９３ (株） キロロアソシエイツ,北海道,余市郡赤井川村,字常盤,１２８-１

０４６-０５９２ 赤井川村役場,北海道,余市郡赤井川村,字赤井川,７４-の２

０４６-０５９４ 小樽赤井川ゴルフクラブ,北海道,余市郡赤井川村,字日ノ出,１４３－２

０６９-０２９３ 南幌町農業協同組合,北海道,空知郡南幌町,栄町,１-４－７

０６９-０２９２ 南幌町役場,北海道,空知郡南幌町,栄町,３-２－１

０７９-０３９４ (株) 砂子組,北海道,空知郡奈井江町,字チャシュナイ,９８７-

０７９-０３９７ 釜屋電機 (株) 北海道奈井江工場,北海道,空知郡奈井江町,字奈井江,９５５－１

０７９-０３９３ 新砂川農業協同組合 奈井江支所,北海道,空知郡奈井江町,字奈井江町,１５０-

０７９-０３９２ 奈井江町役場,北海道,空知郡奈井江町,字奈井江,１１

０７３-０２９２ 上砂川町役場,北海道,空知郡上砂川町,字上砂川町,４０-１０

０６９-１２９７ 空知信用金庫 由仁支店,北海道,夕張郡由仁町,本町,１４８-

０６９-１２９６ そらち南農業協同組合 由仁支所,北海道,夕張郡由仁町,本町,１５１

０６９-１２９８ 由仁町商工会,北海道,夕張郡由仁町,中央,２７



０６９-１２９２ 由仁町役場,北海道,夕張郡由仁町,新光,２００

０６９-１２９３ 由仁町立由仁中学校,北海道,夕張郡由仁町,新光,１６２

０６９-１３９４ 航空自衛隊長沼分屯基地,北海道,夕張郡長沼町,,馬追台

０６９-１３９５ 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構農業研究本部 中央試験場,

０６９-１３９５ 北海道,夕張郡長沼町,東６線北,１５号

０６９-１３９２ 長沼町役場,北海道,夕張郡長沼町,中央北,１-１－１

０６９-１３９３ ながぬま農業協同組合,北海道,夕張郡長沼町,銀座北,１-５－１９

０６１-０５９５ 月形刑務所,北海道,樺戸郡月形町,,１０１１

０６１-０５９２ 月形町役場,北海道,樺戸郡月形町,,１２１９

０６１-０６９２ 浦臼町役場,北海道,樺戸郡浦臼町,字ウラウスナイ,１８３の１５

０７９-０５９３ 北いぶき農業協同組合 妹背牛支所,北海道,雨竜郡妹背牛町,字妹背牛,３８２-

０７９-０５９５ 妻神工業 (株),北海道,雨竜郡妹背牛町,字妹背牛,４９９-の５

０７９-０５９２ 妹背牛町役場,北海道,雨竜郡妹背牛町,１区,１６（

０７８-２１９３ 北いぶき農業協同組合,北海道,雨竜郡秩父別町,二条,１-

０７８-２１９２ 秩父別町役場,北海道,雨竜郡秩父別町,二条,２-

０７８-２６９２ 雨竜町役場,北海道,雨竜郡雨竜町,字フシコウリウ,１０４-

０７１-１２９８ (株) みらいプリンティング,北海道,上川郡鷹栖町,,２９６２-３６１

０７１-１２９３ たいせつ農業協同組合 鷹栖支所,北海道,上川郡鷹栖町,北一条,２-７－１

０７１-１２９５ (株) ヘルス,北海道,上川郡鷹栖町,８線,西２号

０７１-１２９２ 鷹栖町役場,北海道,上川郡鷹栖町,南一条,３-５－１

０７１-１５９６ (株) ヨコマク,北海道,上川郡東神楽町,北三条東,２-

０７１-１５９２ 東神楽町役場,北海道,上川郡東神楽町,南一条西,１-

０７１-１５９３ 東神楽農業協同組合,北海道,上川郡東神楽町,北一条東,１

０７８-１３９３ 当麻町役場,北海道,上川郡当麻町,三条東,２-

０７８-１３９５ 当麻農業協同組合,北海道,上川郡当麻町,４条東,３-４－６３

０７８-０３９２ 比布町役場,北海道,上川郡比布町,北町,１-２番１号

０７８-０３９７ 北海道立 上川農業試験場,北海道,上川郡比布町,南１線,５号

０７８-１４９３ 愛別町教育委員会,北海道,上川郡愛別町,字本町,３４５-の１

０７８-１４９５ 愛別町農業協同組合,北海道,上川郡愛別町,字本町,１２５

０７８-１４９２ 愛別町役場,北海道,上川郡愛別町,字本町,１７９-

０７８-１７９７ 大友観光開発 (株） 層雲峡観光ホテル,北海道,上川郡上川町,字層雲峡,

０７８-１７９２ (株） 層雲閣グランドホテル,北海道,上川郡上川町,字層雲峡,

０７８-１７９５ 層雲峡プリンスホテル朝陽亭,北海道,上川郡上川町,字層雲峡,

０７８-１７９３ 西野目産業 (株） ホテル大雪,北海道,上川郡上川町,字層雲峡,

０７８-１７９６ ホテル層雲,北海道,上川郡上川町,字層雲峡,

０７１-１４９４ (株) 天人閣,北海道,上川郡東川町,松山温泉,天人峡温泉

０７１-１４９３ 東川町教育委員会,北海道,上川郡東川町,東町,１-１５－３

０７１-１４９５ 東川町農業協同組合,北海道,上川郡東川町,西町,１-５－１

０７１-１４９２ 東川町役場,北海道,上川郡東川町,東町,１-１６－１

０７１-１４９７ 北海道理工福祉専門学校,北海道,上川郡東川町,進化台,

０７１-１４９６ 北工学園旭川福祉専門学校,北海道,上川郡東川町,進化台,

０７１-０２９８ 美瑛町農業協同組合,北海道,上川郡美瑛町,中町,２-６－３２

０７１-０２９２ 美瑛町役場,北海道,上川郡美瑛町,本町,４-６－１

０７１-０５９６ 上富良野町役場,北海道,空知郡上富良野町,大町,２-２－１１

０７１-０５９７ ふらの農業協同組合 上富良野支所,北海道,空知郡上富良野町,栄町,２-２－４５

０７１-０７９８ (株) 西條スーパーセンターＢＥＳＴＯＭ 中富良野店,

０７１-０７９８ 北海道,空知郡中富良野町,字中富良野,東１線北１７号

０７１-０７９５ 中富良野町役場,北海道,空知郡中富良野町,本町,９番１号

０９８-０１９２ 和寒町役場,北海道,上川郡和寒町,字西町,１２０-

０９８-０３９２ 剣淵町役場,北海道,上川郡剣淵町,仲町,３７番１号

０９８-２８９２ 中川町役場,北海道,中川郡中川町,字中川,

０７４-０４９４ 幌加内営林署,北海道,雨竜郡幌加内町,字清月,

０７４-０４９５ 幌加内高等学校,北海道,雨竜郡幌加内町,字平和,

０７４-０４９３ 幌加内町農業協同組合,北海道,雨竜郡幌加内町,字幌加内,１２２９-

０７４-０４９２ 幌加内町役場,北海道,雨竜郡幌加内町,字幌加内,

０７７-０２９３ 増毛漁業協同組合,北海道,増毛郡増毛町,港町,４６-の２

０７７-０２９５ 増毛町教育委員会,北海道,増毛郡増毛町,南畠中町,２-２５-

０７７-０２９２ 増毛町役場,北海道,増毛郡増毛町,弁天町,３-６１-

０７７-０２９６ 増毛町立増毛中学校,北海道,増毛郡増毛町,南暑寒町,５-１２３

０７８-３３９３ 小平町教育委員会,北海道,留萌郡小平町,字小平町,２１６

０７８-３３９２ 小平町役場,北海道,留萌郡小平町,字小平町,２１６-

０７８-３３９４ ＪＡ南るもい農業協同組合 小平支所,北海道,留萌郡小平町,字小平町,２５５-

０７８-３７９２ 苫前町役場,北海道,苫前郡苫前町,字旭,３７-の１

０７８-４１９６ (株） 北海道銀行 羽幌支店,北海道,苫前郡羽幌町,南大通,１-１３-

０７８-４１９８ 羽幌町役場,北海道,苫前郡羽幌町,南町,１-１

０７８-４１９４ 北海道羽幌高等学校,北海道,苫前郡羽幌町,南町,８-

０７８-４１９７ 北海道立羽幌病院,北海道,苫前郡羽幌町,栄町,１１０-

０７８-４１９３ 留萌信用金庫 羽幌支店,北海道,苫前郡羽幌町,南三条,２

０７８-４４９２ 初山別村役場,北海道,苫前郡初山別村,字初山別,９６-の１

０９８-３３９５ 天塩町農業協同組合,北海道,天塩郡天塩町,字川口,２３４３

０９８-３３９８ 天塩町役場,北海道,天塩郡天塩町,新栄通,８-

０９８-３３９３ 北海道天塩高等学校,北海道,天塩郡天塩町,字川口,１４６４

０９８-３３９２ 留萌北部森林管理署,北海道,天塩郡天塩町,新栄通,６-

０９８-３３９６ 留萌保健福祉事務所 天塩支所,北海道,天塩郡天塩町,新栄通,９-

０９８-６２９２ 猿払村役場,北海道,宗谷郡猿払村,鬼志別西町,１７２

０９８-５７９２ 浜頓別町役場,北海道,枝幸郡浜頓別町,中央南,１

０９８-５５９５ 中頓別町役場,北海道,枝幸郡中頓別町,字中頓別,１７２



０９８-５２９８ 枝幸町役場 歌登総合支所,北海道,枝幸郡枝幸町,歌登東町,

０９８-５８９２ 枝幸町役場,北海道,枝幸郡枝幸町,字本町,）

０９２-８６５１ 美幌町農業協同組合,北海道,網走郡美幌町,字青山南,３０－１

０９２-８６５０ 美幌町役場,北海道,網走郡美幌町,字東二条北,２

０９２-８５０１ 陸上自衛隊 美幌駐屯地,北海道,網走郡美幌町,字田中,国有地

０９２-０２９２ 津別町役場,北海道,網走郡津別町,字幸町,４１

０９９-４１９５ 斜里町農業協同組合,北海道,斜里郡斜里町,本町,３６-１

０９９-４１９２ 斜里町役場,北海道,斜里郡斜里町,本町,１２

０９９-４１９６ ホクレン農業協同組合連合会 中斜里製糖工場,

０９９-４１９６ 北海道,斜里郡斜里町,字川上,１１１-

０９９-４４９２ 清里町役場,北海道,斜里郡清里町,羽衣町,１３-

０９９-３６９７ 小清水町農業協同組合,北海道,斜里郡小清水町,字小清水,３７９-

０９９-３６９８ 小清水町役場,北海道,斜里郡小清水町,字小清水,２１７-

０９９-１４９２ きたみらい農業協同組合 訓子府支所,北海道,常呂郡訓子府町,仲町,２５

０９９-１４９８ 訓子府町役場,北海道,常呂郡訓子府町,東町,３９８-

０９９-１４９６ 北海道北見農業試験場,北海道,常呂郡訓子府町,字弥生,５２

０９９-１４９５ 北海道クノール食品 (株）,北海道,常呂郡訓子府町,東町,４２３

０９９-１１９８ 置戸町役場,北海道,常呂郡置戸町,字置戸,１８１-

０９９-１１９７ きたみらい農業協同組合 置戸支所,北海道,常呂郡置戸町,字置戸,４６-

０９３-０５９４ 佐呂間漁業協同組合,北海道,常呂郡佐呂間町,字富武士,番外地

０９３-０５９３ 佐呂間町農業協同組合,北海道,常呂郡佐呂間町,字永代町,５７

０９３-０５９２ 佐呂間町役場,北海道,常呂郡佐呂間町,字永代町,３-１

０９９-０４９４ 遠軽厚生病院,北海道,紋別郡遠軽町,大通北,３

０９９-０４９５ 遠軽信用金庫,北海道,紋別郡遠軽町,大通南,１

０９９-０４９２ 遠軽町役場,北海道,紋別郡遠軽町,一条通北,３

０９９-６５９２ 湧別町役場,北海道,紋別郡湧別町,,上湧別屯田市街地３１８-

０９９-５６９２ 滝上町役場,北海道,紋別郡滝上町,旭町,

０９８-１６９２ 興部町役場,北海道,紋別郡興部町,字興部,７１０

０９８-１６９３ 北オホーツク農業協同組合,北海道,紋別郡興部町,字興部,５１８-

０９８-１７９２ 雄武町役場,北海道,紋別郡雄武町,,本町

０９９-２３９２ 大空町役場,北海道,網走郡大空町,女満別西三条,４-１番１号

０９９-３２９３ 大空町 東藻琴総合支所,北海道,網走郡大空町,東藻琴,３６０-の１

０９９-３２９２ 東藻琴村農業協同組合,北海道,網走郡大空町,東藻琴,７５

０４９-５４９２ 豊浦町役場,北海道,虻田郡豊浦町,字船見町,１０

０５９-０９９７ 白老町消防本部,北海道,白老郡白老町,字石山,２０-の２４

０５９-０９９５ 白老町役場,北海道,白老郡白老町,大町,１-１－１

０５９-０９９３ 日本製紙 (株) 白老工場,北海道,白老郡白老町,字北吉原,１８１

０５９-０９９８ 北海道栄高等学校,北海道,白老郡白老町,緑丘,４-６７６

０５９-１６９２ 厚真町役場,北海道,勇払郡厚真町,京町,１２０

０５９-１６９３ とまこまい広域農業協同組合 厚真支所,北海道,勇払郡厚真町,錦町,１０-２

０４９-５６９２ 洞爺湖町役場,北海道,虻田郡洞爺湖町,栄町,５８-

０４９-５８９２ 洞爺温泉病院,北海道,虻田郡洞爺湖町,洞爺町,５４-４１

０５９-１５９５ 安平町役場,北海道,勇払郡安平町,早来大町,９５

０５９-１５９４ (株) 北海道銀行 早来支店,北海道,勇払郡安平町,早来大町,１１１-

０５９-１５９３ とまこまい広域農業協同組合 早来支所,北海道,勇払郡安平町,早来栄町,１７３-５

０５９-１５９６ 早来町商工会,北海道,勇払郡安平町,早来大町,３４-１号

０５９-１５９２ 北央信用組合 早来支店,北海道,勇払郡安平町,早来大町,６７-

０５４-８６６０ むかわ町役場,北海道,勇払郡むかわ町,美幸,２-８８

０５９-２１９２ 日高町役場,北海道,沙流郡日高町,門別本町,２１０-１号

０５５-０１９２ 平取町役場,北海道,沙流郡平取町,本町,２８

０５５-０１９３ びらとり農業協同組合,北海道,沙流郡平取町,本町,Jan-４０

０５５-０１９５ ふれあいセンターびらとり,北海道,沙流郡平取町,本町,３５-１

０５９-２４９２ 新冠町役場,北海道,新冠郡新冠町,字北星町,３-の２

０５７-８５１１ 浦河町役場,北海道,浦河郡浦河町,築地,１-３－１

０５７-８５５８ 北海道 日高振興局,北海道,浦河郡浦河町,栄丘東通,５６号

０５８-８５０１ 様似町役場,北海道,様似郡様似町,大通,１-２１

０５８-０２９２ えりも町役場,北海道,幌泉郡えりも町,字本町,２０６

０５６-８６５０ 新ひだか町役場,北海道,日高郡新ひだか町,静内御幸町,３-２番５０号

０５９-２５９８ 陸上自衛隊 静内駐屯地,北海道,日高郡新ひだか町,静内浦和,１２５

０５９-３１９５ 新ひだか町役場 三石総合支所,北海道,日高郡新ひだか町,三石本町,２１２

０８０-０１９８ 音更町役場,北海道,河東郡音更町,元町,２

０８０-０１９６ (株) 柳月,北海道,河東郡音更町,字下音更北,９線西１－８－２

０８０-０１９７ 十勝川温泉 第一ホテル,北海道,河東郡音更町,十勝川温泉南,１２-１

０８０-１２９２ 士幌町役場,北海道,河東郡士幌町,字士幌,２２５-

０８０-１４９３ 上士幌町農業協同組合,北海道,河東郡上士幌町,,東２線２３８-

０８０-１４９２ 上士幌町役場,北海道,河東郡上士幌町,,東３線２３８

０８１-０２９５ 鹿追町国民健康保険病院,北海道,河東郡鹿追町,東町,１-３８

０８１-０２９３ 鹿追町農業協同組合,北海道,河東郡鹿追町,新町,４-５１

０８１-０２９２ 鹿追町役場,北海道,河東郡鹿追町,東町,１-１５－１

０８１-０２９４ 陸上自衛隊 鹿追駐屯地業務隊,北海道,河東郡鹿追町,笹川北,１２線１０

０８１-８５０１ 新得町役場,北海道,上川郡新得町,三条南,４-

０８９-０１９５ 清水赤十字病院,北海道,上川郡清水町,南二条,２

０８９-０１９２ 清水町役場,北海道,上川郡清水町,南４条,２-２

０８９-０１９８ 十勝清水町農業協同組合,北海道,上川郡清水町,南二条,１-８

０８２-８６５０ 芽室町農業協同組合,北海道,河西郡芽室町,西４条南,１-１-９

０８２-８６５１ 芽室町役場,北海道,河西郡芽室町,東二条,２-１４

０８９-１３９５ 中札内村農業協同組合,北海道,河西郡中札内村,東一条南,２-１４-



０８９-１３９２ 中札内村役場,北海道,河西郡中札内村,大通南,２

０８９-１５９２ 更別村農業協同組合,北海道,河西郡更別村,錦町,

０８９-１５９５ 更別村役場,北海道,河西郡更別村,柏町,

０８９-２１９５ 大樹町役場,北海道,広尾郡大樹町,東本通,３３

０８９-２４９２ 広尾町農業協同組合,北海道,広尾郡広尾町,字紋別,１９線５１－２０

０８９-２６９５ 帯広信用金庫 広尾支店,北海道,広尾郡広尾町,西一条,８-

０８９-２６９６ (株) 北海道銀行 広尾支店,北海道,広尾郡広尾町,本通,７

０８９-２６９７ 日高信用金庫 広尾支店,北海道,広尾郡広尾町,本通,８

０８９-２６９３ 広尾サンタランド事務局,北海道,広尾郡広尾町,西４条,７-１

０８９-２６９２ 広尾町,北海道,広尾郡広尾町,西４条,７-１-

０８９-０５９５ (株） 十勝正直村,北海道,中川郡幕別町,字日新,５-１３

０８９-０５９８ 札内砕石砂利 (株),北海道,中川郡幕別町,札内中央町,３５０-

０８９-０５９２ 札内農業協同組合,北海道,中川郡幕別町,札内中央町,４６７

０８９-０６９３ 幕別町農業協同組合,北海道,中川郡幕別町,本町,４５

０８９-０６９２ 幕別町役場,北海道,中川郡幕別町,本町,１３０-

０８９-１７９５ 幕別町役場 忠類総合支所,北海道,中川郡幕別町,忠類錦町,４３９-

０８３-８６５０ 池田町役場,北海道,中川郡池田町,字西一条,７-

０８３-８５８５ (有） ノース・ドリーム,北海道,中川郡池田町,字昭栄,４９-６

０８９-５３９３ 豊頃町農業協同組合,北海道,中川郡豊頃町,中央若葉町,

０８９-５３９２ 豊頃町役場,北海道,中川郡豊頃町,茂岩本町,

０８９-３３９２ 本別町役場,北海道,中川郡本別町,北,２-４－１

０８９-３７９７ 足寄町役場,北海道,足寄郡足寄町,北一条,４-４８-１

０８９-５６９５ 浦幌町農業協同組合,北海道,十勝郡浦幌町,字新町,１５-１号

０８９-５６９２ 浦幌町役場,北海道,十勝郡浦幌町,字桜町,１５

０８８-０６９２ 釧路町役場,北海道,釧路郡釧路町,別保,１-１

０８８-１１９２ 厚岸町役場,北海道,厚岸郡厚岸町,真栄,３-１

０８８-１１９３ 大地みらい信用金庫 厚岸支店,北海道,厚岸郡厚岸町,真栄,１-１６９-

０８８-１１９５ 町立厚岸病院,北海道,厚岸郡厚岸町,住の江,１-１

０８８-１５９２ 浜中町役場,北海道,厚岸郡浜中町,霧多布東４条,１-３５-１

０８８-３２９２ 弟子屈町,北海道,川上郡弟子屈町,中央,２-３番１号

０８８-３２９３ 薬学検定事務局 細見,北海道,川上郡弟子屈町,奥春別原野,４５線西１００－４７

０８８-３３９５ 屈斜路プリンスホテル,北海道,川上郡弟子屈町,字屈斜路,３３６-１号

０８８-０３９４ 白糠町漁業 協同組合,北海道,白糠郡白糠町,岬,１-２－４２

０８８-０３９５ 白糠町商工会,北海道,白糠郡白糠町,東一条南,２-

０８８-０３９３ 白糠町農業 協同組合,北海道,白糠郡白糠町,西一条北,２-２－２３

０８８-０３９２ 白糠町役場,北海道,白糠郡白糠町,西一条南,１-１-１号

０８８-０５９５ (株) 釧路丸水,北海道,白糠郡白糠町,庶路甲区,６－５７７

０８８-０５９８ 広洋水産 (株),北海道,白糠郡白糠町,庶路甲区,６－５８４

０８８-０５９２ 東和食品 (株),北海道,白糠郡白糠町,西庶路東三条北,３-

０８８-２５９２ 道東あさひ農業協同組合 西春別支所,北海道,野付郡別海町,西春別駅前寿町,１５-

０８８-２５９３ 陸上自衛隊 別海駐屯地,北海道,野付郡別海町,西春別,Jan-４２

０８６-１１９７ 中標津町役場,北海道,標津郡中標津町,丸山,２-２２-

０８６-１８９３ 羅臼漁業協同組合,北海道,目梨郡羅臼町,船見町,２-の１３

０８６-１８９２ 羅臼町役場,北海道,目梨郡羅臼町,栄町,１００-の８３




