
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1
サンエス電気通信株式会
社

建設業 北海道 釧路市星が浦大通1-7-1 https://www.sanesu.co.jp/

2
株式会社サンエス・マネ
ジメント・システムズ

卸売・小売業 北海道 釧路市星が浦大通1-7-1 https://www.sems.co.jp/

3 有限会社マクティス 卸売・小売業 北海道 釧路市星が浦大通1-7-1
4 光和通信株式会社 建設業 北海道 釧路市星が浦大通1-7-1
5 北海道設備工業株式会社 建設業 北海道 釧路市寿1-4-12
6 伊藤工業株式会社 建設業 北海道 釧路市寿1-4-14
7 株式会社三ツ輪商会 卸売・小売業 北海道 釧路市鳥取南5-12-5 http://www.mitsuwa-shokai.co.jp/

8
有限会社エスティープロ
ダクション

専門・技術サー
ビス業

北海道
釧路市川上町10-6-2
コーポシェラトン302号室

9 葵建設株式会社 建設業 北海道 釧路市材木町15-17 http://www.aoi-kensetu.co.jp/

10 大栄産業株式会社 不動産業 北海道 釧路市大町1-10 http://www.daie-industry.co.jp/

11 タカオ工業株式会社 建設業 北海道 釧路市住之江町2-7 http://takao946.com/

12 株式会社　三協システム 卸売・小売業 北海道
札幌市白石区菊水3条4丁目
2番地

http://sankyo-system.co.jp

13
特定非営利活動法人地域
生活支援ﾈｯﾄﾜｰｸｻﾛﾝ

サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市柏木町2-8 http://n-salon.org/

14
㈲明笑舎　焼肉ピットイ
ン

飲食店、宿泊業 北海道 釧路市新橋大通6-1-15

15
特別養護老人ホーム　は
るとりの里

医療、福祉 北海道 釧路市春採7-9-7

16 ㈲片野鉄工所 製造業 北海道 釧路市星ヶ浦北4-2-37
17 グループホームあいこく 医療、福祉 北海道 釧路市愛国東1-27 http://www.hokkaido946.com/grouphome/

18
社会福祉法人釧路町富喜
会　釧路町釧望やすらぎ
の郷

医療、福祉 北海道
釧路郡釧路町別保原野南20
線53-9

http://www.yasuragino-sato.com/

19
介護老人保健施設
ナーシングホームコスモ
ス

医療、福祉 北海道 釧路郡釧路町睦2-1-10

20 山加リス食品㈱ 卸売・小売業 北海道 釧路市若竹町2-5 http://www6.marimo.or.jp/yamakarisu/

21 ㈲アルファ
サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市富士見2-8-2

22 ㈱テイク
専門・技術サー
ビス業

北海道 釧路市鳥取大通6-5-8 http://kaden.sakura.ne.jp/

23 アルファシステム㈱ 情報通信業 北海道 釧路市鳥取大通4-14-13 http://alpha-s.co.jp
24 石田興業㈱ 不動産業 北海道 釧路市黒金町13-1-8
25 ㈲ブック亭 卸売・小売業 北海道 釧路市北大通13-1

26 ミュージックマーケット
生活関連サービ
ス・娯楽業

北海道 釧路市文苑1-1-13

27 ㈲道東ペイント 卸売・小売業 北海道 釧路市星ヶ浦南2-5-8
28 ㈲カワムラオート 卸売・小売業 北海道 釧路市大楽毛1-1-45 http://www.kawamura-auto.com/

29 ㈱高橋肉店 卸売・小売業 北海道 釧路市北大通6-1

30
社会福祉法人釧路まりも
学園

医療、福祉 北海道 釧路市白樺台2-2-9 http://www7.plala.or.jp/marimo-g/
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31
社会福祉法人釧路市社会
福祉協議会

医療、福祉 北海道 釧路市旭町12-3 http://www.kushiro-city-shakyo.or.jp

32 ㈲カーショップオモテ 卸売・小売業 北海道 釧路市星が浦大通5-4-3 http://www.carshop-omote.com/

33
介護老人保健施設老健く
しろ

医療、福祉 北海道 釧路市昭和190-4462 http://www.hjg.jp/roukenkusiro.htm

34
税理士法人　すずらん会
計事務所

専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区南3条西10丁
目1001-5　福山南三条ビル
6F

http://www.suzurankaikei.com

35
鶴雅観光開発　株式会社
（しこつ湖鶴雅リゾート
スパ 水の謌）

飲食店・宿泊業 北海道 千歳市支笏湖温泉 http://www.mizunouta.com

36
三造有機リサイクル　株
式会社

製造業 北海道 札幌市東区中沼町45番53 http://www.sor.co.jp

37 株式会社　キメラ 製造業 北海道 室蘭市香川町24番地16 http://www.chimera.co.jp/

38
株式会社　アイティ・コ
ミュニケーションズ

情報通信業 北海道
札幌市中央区北3条西3丁目
1-5　シグマ北3条ビル

http://www.itcom21.com

39 さくら構造　株式会社 建設業 北海道
札幌市北区北33条西2丁目
1-7　ＳＡＫURA-Ｎ33　3Ｆ

http://sakura-kozo.jp

40 株式会社　食品急送 運輸業 北海道 石狩市新港西3丁目702-10 http://www.shokuhin-k.co.jp/

41 株式会社　アイックス 卸売・小売業 北海道
札幌市白石区本通12丁目南
3番10号

http://www.aix-group.co.jp/

42
株式会社　ソフトガーデ
ン

情報通信業 北海道
札幌市中央区南1条東3丁目
10-13　アイパスビル3階

http://www.soft-garden.co.jp

43 ＳＯＣ　株式会社 情報通信業 北海道
札幌市厚別区下野幌テクノ
パーク1丁目1-12　ＳＯＣ
本社ビル

http://www.socnet.jp

44 株式会社　環境リサーチ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市豊平区中の島2条9丁
目1番1号

http://www.kankyoresearch.com

45 株式会社　アスモ 卸売・小売業 北海道
札幌市豊平区豊平2条8丁目
1番40号

http://www.as-mo.co.jp/

46
社会保険労務士法人
ホームラン

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南4条西6丁目
晴ばれビル9Ｆ

http://homerun.or.jp/

47
社会福祉法人　札幌恵友
会

医療・福祉 北海道 札幌市北区新川715番地2 http://www.keiyu-kai.org

48
ビルドフェイス　有限会
社

情報通信業 北海道
札幌市豊平区豊平3条2丁目
1番48号　第3ホウメイビル
3階

http://www.b-faith.com

49 株式会社　北舗 建設業 北海道
札幌市東区北50条東7丁目7
番8号

http://www.hoppo-group.jp

50
一般社団法人 札幌ＹＷＣ
Ａ

教育・学習支援
業

北海道
法人：札幌市中央区南22条
西15丁目1587-1　サニーク
レスト札幌

http://www.ywca.or.jp

51 株式会社　Ｔ'sライフ 不動産業 北海道
札幌市北区北10条西3丁目
1-3　北辰十条ビル1Ｆ

http://www.ts-frontier.com

52
システムデザイン開発
株式会社

情報通信業 北海道
札幌市中央区南1条西10丁
目1番2

http://www.sddgrp.co.jp

53
そうえん北七条通り整骨
院・株式会社　レペクト

医療・福祉 北海道
札幌市中央区北7条西15丁
目1-3　川口ビル1F

http://www.souen-sekkotu.sakura.ne.jp

54 大平洋建業　株式会社 建設業 北海道
札幌市豊平区西岡4条14丁
目2-13

http://www.t-kengyo.com

55
株式会社　ジェイティエ
ヌ札幌

建設業 北海道
札幌市西区西野1条3丁目2
番8号

http://www.e-jtn.com

56 株式会社　札都 建設業 北海道
札幌市北区北22条西3丁目
1-37

http://www.satto310.co.jp

57
株式会社　リッジワーク
ス

情報通信業 北海道
札幌市中央区大通西17丁目
2-22　平木ビル2階

http://www.ridgeworks.co.jp

58 北斗税理士法人
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北1条西7丁目
3番地　北一条大和ビル6F

http://www.hokutotax.com

59
社会保険労務士法人　今
井事務所

専門・技術サー
ビス業

北海道
旭川市大町3条8丁目2397番
地の57

http://imai-sr-office.com

60 株式会社　錦戸塗料店 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区北3条西1丁目
1

http://nishikido-sap.com/

61
有限会社　エス・ケー企
画

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南1条西16丁
目1-323　春野ビル3F

http://www.sk-info.com



62
株式会社　ネクストス
テップ

教育・学習支援
業

北海道 旭川市4条通7丁目793番地1 http://nextstep-lc.com

63 株式会社　日宣 建設業 北海道
札幌市白石区菊水元町6条3
丁目4番13号

http://www.hi-nissen.co.jp

64 株式会社　北国生活社 卸売・小売業 北海道
札幌市西区西町北6丁目1-1
ユニビル2F

http://www.northlife.co.jp

65 株式会社　マキシマ
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区大通西15丁目
2番地1

http://www.maxima-hp.co.jp

66
株式会社　ASCe（アス
ク）

製造業 北海道
札幌市白石区菊水9条3丁目
2番23号

http://asce-g.com

67
社会福祉法人　ゴーシュ
の櫓

医療・福祉 北海道 上川郡美瑛町美沢美生 http://www14.plala.or.jp/atelier-tomte/

68
プランドゥライフ　株式
会社

不動産業 北海道 千歳市東雲町5丁目45-1 https://www.plando-l.com

69 パソコンドリームプラス
教育・学習支援
業

北海道
札幌市厚別区厚別南2丁目
5-5　京屋ビル1階

http://drmpls.com

70
株式会社　フレアサービ
ス

飲食店・宿泊業 北海道 旭川市永山北1条10丁目4-6 http://flare.co.jp

71
合同会社　ライフ＆ビジ
ネスサポート

卸売・小売業 北海道 旭川市豊岡9条5丁目2番5号 http://www.life-and-business-support.com/

72
インターネット北海道
株式会社

情報通信業 北海道
札幌市中央区南1条西8丁目
6番地2　SITYビル8F

http://www.inet-do.co.jp

73 株式会社　エレク 建設業 北海道
札幌市東区東苗穂15条3丁
目10

74 株式会社　ミックス 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南2条西22丁
目1-45　HAL22ビル　2F

http://www.1st-mics.com

75 有限会社　凛 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南3条西2丁目
6-602

https://vintage-cloth-yun.tumblr.com/

76 株式会社　アリスタイル
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北2条西2丁目
26番地　道特会館4F

http://www.alistyle.jp

77 株式会社　シグナル 建設業 北海道
札幌市西区西町北14丁目2-
12

http://signal-d.com

78
田畑社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区南17条西14丁
目2-17

http://www.sapporosr-tabata.com

79 Ｎｅｅｔｈ 株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市北区新琴似1条7丁目
5-1

http://www.neeth.biz/

80 株式会社　Hand Made 建設業 北海道
札幌市清田区北野7条4丁目
11-20

http://www.11shokunin.com

81 株式会社　百歳の青春 医療・福祉 北海道
札幌市北区北23条西3丁目
1-30

http://www.seishun-k.co.jp

82
株式会社　アーキテック
プランニング

建設業 北海道
札幌市北区新琴似10条17丁
目1番15号

http://www.architec-net.jp

83 有限会社　べーしっく
生活関連サービ
ス・娯楽業

北海道
札幌市西区八軒7条西8丁目
1-19

http://hairsalon-basic.com

84 大和不動産　株式会社 不動産業 北海道
札幌市中央区大通西15丁目
3-5

http://www.daiwa-r-e.co.jp/

85 有限会社　コクボ塗装 建設業 北海道
札幌市西区西野6条10丁目
26-5

http://kokubo-tosou.jimdo.com/

86
キャリアフィット株式会
社

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南1条東2丁目
マツヒロビル2階

http://careerfit.co.jp

87
株式会社　ファーストコ
ネクト

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北1条西5-2-
6F

http://firstconnect.co.jp

88
アンジェロス　カンパ
ニー　株式会社

金融・保険業 北海道
札幌市白石区東札幌2条2丁
目4-21　ラメール札幌2F

http://a-g.main.jp/

89 ㈱ＺＯＯ
生活関連サービ
ス・娯楽業

北海道
札幌市中央区南2条東1丁目
-1　Ｍ’s ＥＡＳＴ　2Ｆ

http://www.s-beppinkan.com

90 株式会社　北の旬彩 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南10条西1丁
目1-51

http://www.kitanosyunsai.com

91
ロイズコーヒーユニオン
株式会社

卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南21条西10丁
目1番24号

http://www.lloydscoffee.co.jp

92
株式会社　ログオンシス
テム

情報通信業 北海道
札幌市中央区南2条西5丁目
10番地2　サンワード南2西
5ビル8Ｆ

http://www.logon.co.jp



93
株式会社　ネクストビジ
ネス

教育・学習支援
業

北海道
札幌市東区北22条東13-1-
32-202

http://next-biz.jimdo.com

94 株式会社　ＩＣＨＩ 情報通信業 北海道
札幌市中央区南15条西1丁
目1-30　中島公園ハウス
208号

http://ichi.jp.net/

95 有限会社　札幌ビデオ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市豊平区月寒東1条17
丁目5-48

http://www.sapporo-video.co.jp

96
合資会社　アウトレット
モノハウス

卸売・小売業 北海道
札幌市白石区東札幌6条5丁
目6-7

http://www.outlet-monohouse.jp/

97 社会福祉法人　明和会 医療・福祉 北海道
樺戸郡新十津川町中央515
番地8

http://www.maywakai.or.jp

98 ＨＲＭind　合同会社
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北4条西6丁目
1番地3　北四条ビル3F

99
株式会社　ジョンソン
ホームズ

建設業 北海道
札幌市西区八軒4条東5丁目
1-1

http://www.johnsonhome.co.jp

100 大西誠二税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市東区伏古2条4丁目4-
10-302

http://o24-tax.com/

101
株式会社　インターパー
ク

情報通信業 北海道
札幌市中央区大通西10丁目
4-14　南大通ビル2F

http://www.interpark.co.jp

102
アニマルクリニックおか
もと

専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市手稲区星置2条4丁目
7番38号

http://www.anicli.com/wp/

103 株式会社　第一寶亭留 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市南区定山渓温泉西3
丁目105番地

http://www.jyozankei-daiichi.co.jp

104 大朗物産　有限会社 卸売・小売業 北海道
札幌市西区発寒11条5丁目8
番17号

http://www7.ocn.ne.jp/~windstar

105
札幌リブレ行政書士法務
事務所

専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区北4条東2丁目
8番6号　札幌ユニオンハイ
ツ5F

http://www.sapporo-libre.com

106
株式会社　エイチ・エ
ル・シー

情報通信業 北海道
札幌市中央区大通西20丁目
2-18

http://www.hlc.co.jp

107
一般社団法人 北海道中小
企業診断士会

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北4条西6丁目
1番地/毎日札幌会舘4階

http://www.sindanshikai-hkd.org/

108
株式会社　北海道サニタ
リー・メンテナンス

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区大通西5丁目
11番地（大五ビル内）

109 税理士法人　セントラル
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区北2条西10丁
目　植物園グランドハイツ
東313

110 株式会社　ピースエス 医療・福祉 北海道
札幌市白石区東札幌4条3丁
目1-36　あじさい館東札幌

http://www.ajisaikan.info/

111
株式会社　オホーツク
シーライン

卸売・小売業 北海道
札幌市東区北41条東15丁目
2-12-2F

http://www.o-sealine.co.jp

112 株式会社　サンコー
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市清田区北野2条3丁目
11番22号

http://www.sancoh.co.jp

113 株式会社　平和堂
教育・学習支援
業

北海道
札幌市東区北31条東5丁目3
番25号

114 株式会社 アップデイト 卸売・小売業 北海道
札幌市西区宮の沢1条2丁目
8-6

http://www.shokunodaichi.com

115 株式会社　尚進 医療・福祉 北海道
札幌市清田区清田三条1丁
目1番16号

http://www.fukinotou.co.jp

116 学校法人　恭敬学園
教育・学習支援
業

北海道
余市郡仁木町東町5丁目4番
地1

http://www.hokugei.jp

117 株式会社　ウェルビー 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市西区琴似1条3丁目1
番33号　ダイアックスビル
2F

118 株式会社　高島建築設計
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市南区川沿2条4丁目1-
8

http://www.takashima-k.com

119
株式会社　エスアンドエ
スネットワーク

情報通信業 北海道
札幌市中央区南3条西12丁
目320番地8　札幌森ビル3
5F

http://www.sands-net.co.jp

120 ふじ観光企画　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市西区発寒10条6丁目
3-1

http://fujikk.jp

121 白崎繊維工業　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市白石区平和通3丁目
南1-4

http://www.sirasaki.co.jp



122 株式会社　ピア不動産 不動産業 北海道
札幌市豊平区豊平7条7丁目
3-20　ユニヴ学園前1階

http://www.zennichi.net/m/piapia/

123 株式会社　エコニクス
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市厚別区下野幌テクノ
パーク1丁目2-14

http://www.econixe.co.jp

124
税理士法人　吉田会計事
務所

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北6条西20丁
目2-8

http://www.yoshida-accounting.com

125
株式会社　バルテック北
海道支店

情報通信業 北海道
札幌市中央区北1条西3丁目
Ree PROビル3F

http://www.valtech.jp

126 斎藤雅昭税理士事務所
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区南郷通8丁目
南3-29　グランドコート
ヴィレッジG301

http://www.masaaki-saito.tumblr.com/

127
ジンコーポレーション
株式会社

情報通信業 北海道
札幌市中央区北2条西2丁目
4番地　マルホビル3F

http://www.jincorporation.net/

128 北清企業　株式会社
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北丘珠5条4丁目
5番7号

http://www.hokuseikigyou.jp/

129 マイパートナー
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

北海道
札幌市豊平区福住1条3丁目
13番45-201

http://www.k-support315.net

130
株式会社　アリガプラン
ニング

建設業 北海道
札幌市中央区南10条西17丁
目2-13　内田ビル1階

http://www.ariga-group.com

131
株式会社　２０パーセン
ト

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北4条西17丁
目　吉田ビル2F

http://www.20pct.com

132 トイズオートサービス
その他のサービ
ス業

北海道 石狩市花畔1条1丁目58-1 http://toysautoservice.com

133
社会福祉法人　パート
ナー

医療・福祉 北海道
札幌市東区北11条東3丁目1
番10号

http://www.partner.or.jp/company.html

134 北章宅建　株式会社 不動産業 北海道
石狩市花川南3条4丁目219
番地

http://www.yes-ht.com

135
有限会社　デザインピー
クス　札幌Ｏｆｆｉｃｅ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北4条西17丁
目1-11　吉田ビル2階

http://www.dpeaks.com

136
フードクリエイトジャパ
ン　株式会社

飲食店・宿泊業 北海道
岩見沢市春日町3丁目2番5
号

137
株式会社　ナスカコン
ピュータ

専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区大通西3丁目
11

http://www.nazcacomputer.com/

138 株式会社　隆建設 建設業 北海道
石狩市花川南9条2丁目232
番地

http://ryu-kensetsu.com/company/

139 有限会社　tavenova 卸売・小売業 北海道
札幌市東区伏古13条3丁目
21-1　トライアル伏古2F

http://www.tavenova.com

140 株式会社　シーズ 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市中央区南19条西16丁
目5-10-601

141 株式会社　大島塗装店 建設業 北海道
札幌市西区発寒3条2丁目4
番18号

http://www.ooshimatosouten.co.jp/

142
株式会社　ＬＡＵＧＨ Ｄ
ＩＮＮＩＮＧ

飲食店・宿泊業 北海道
札幌市南区澄川4条2丁目3-
17　1Ｆ

http://laughdinning.com

143 株式会社　エスデーピー 情報通信業 北海道
札幌市中央区南9条西3丁目
2-10　札幌KSビル7F

http://www.sdp-net.ne.jp

144
株式会社　ソラスト札幌
支社

医療・福祉 北海道
札幌市中央区北5条西5丁目
2-5　信金中央倉庫ビル7階

http://www.solasto.co.jp

145
株式会社　エンヴェロッ
プ

建設業 北海道
札幌市中央区南2条東2丁目
8-1　大都ビル709号室

http://kk-envelope.com/

146
本間社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区北4条西17丁
目1-10　グリーンヒルズ2
階

http://www.jinjiroum.net/

147
Ｃ３コミュニケーション
ズ　株式会社

情報通信業 北海道
札幌市東区北25条東16丁目
1番2　ステラ元町ビル3階

http://www.c3com.co.jp/

148 インパクト　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市清田区北野4条3丁目
2-8

http://impact1209.com

149 株式会社　アートカイロ
生活関連サービ
ス・娯楽業

北海道
札幌市中央区南3条西1丁目
2　サンワビル5F

http://www.art-chiro.com

150
ひと花・イースターリ
リィ

卸売・小売業 北海道
札幌市豊平区美園3条1丁目
1-15

151 有限会社　ライラック 不動産業 北海道
札幌市西区二十四軒4条2丁
目7-21



152 ㈱bond's hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

北海道
札幌市中央区北7条西14丁
目28-25　朝日プラザA棟1F

153 株式会社　ウィズ・ｕ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南9条西12丁
目2番地

154
一般社団法人　札幌福祉
就労支援センター　ライ
ズホーム道

医療・福祉 北海道
札幌市東区北34条東17丁目
2-1　駒矢ビル2F

http://www14.plala.or.jp/rizehome-michi/index.html

155
有限会社　エスジーサー
ビス

運輸業 北海道
札幌市白石区北郷5条8丁目
12番23　タケガワビル

http://sg-service.jp

156 丸金浅野商事　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区北4条西12丁
目1番地

http://www.marukin-asano.co.jp

157 丸金浅野産業　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区北4条西12丁
目1番地

158 マイス　株式会社
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区大通東7丁目
18-2

http://www.mice-co.jp

159
一般社団法人　君島園
英伸幼稚学院

教育・学習支援
業

北海道
札幌市北区新琴似12条16丁
目12-12

160 株式会社　小山製麩所 製造業 北海道
札幌市中央区北5条西11丁
目1-7

http://www.fu-yuba.co.jp

161 市川会計事務所
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北8条東8丁目1-
1　イチカンビル3Ｆ

http://www.ichikawakaikei.com

162
株式会社　日本ディスカ
バリー

生活関連サービ
ス・娯楽業

北海道
札幌市白石区東札幌2条2丁
目3-26

http://rainbow-cliff.co.jp/

163 三栄電機販売　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市白石区菊水5条3丁目
2-11

http://saneidenki.jp

164 デザイン工房　わざ
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市東区東苗穂2条3丁目
4-48

http://wa-za.jp/

165
株式会社　ジョブマーケ
ティング北海道

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区大通西9丁目
1-1　キタコー大通公園ビ
ル6F

http://www.jm-hokkaido.com

166
株式会社　スクラッチビ
ルド

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区川北1条2丁目
1番13号

http://www.scratch-build.com

167
株式会社　ワールドウッ
ティ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区南郷通14丁目
南3番11号

http://www.worldwoody.jp/

168
株式会社　定山渓わいわ
いふぁーむ

農業・林業 北海道 札幌市南区定山渓832番地

169
株式会社　ワンダードッ
グ

卸売・小売業 北海道
札幌市豊平区平岸2条3丁目
2番17号

http://www.wonder-dog.com

170
北海エンジニアリング
合同会社

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市豊平区月寒東1条7丁
目5-15　クロップビル1Ｆ

http://www.hokkaieng.co.jp

171
株式会社　キューブコー
ポレーション

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北1条西18丁
目2-1-501

http://www.cubejp.com

172 ジャスティン　株式会社 情報通信業 北海道
札幌市中央区大通西18丁目
1-26　山京大通ビル別館

http://www.justin-inc.com

173
株式会社　ハッピーツ
リー・アンド・カンパ
ニー

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北7条西19丁
目38-28

http://www.happytree.co.jp

174
株式会社　ササキ　札幌
営業所

製造業 北海道
札幌市中央区北2条東10丁
目

http://www.sasaki-tent.com

175 有限会社　キャド札幌
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市西区二十四軒3条4丁
目6-7　第三栄輪ビル2階

http://gmport.co.jp/cad-sapporo/

176 髙野真人税理士事務所
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北38条東2丁目2
番3号

http://www.takano-tax.com/

177
アフターマーケット　株
式会社

卸売・小売業 北海道
札幌市白石区川北1条3丁目
7番25号

http://www.aftermarket.co.jp

178 K-ATELIER 建設業 北海道
札幌市中央区双子山3丁目
3-26

http://www.katelier.jp

179
有限会社　インター
フェース

その他のサービ
ス業

北海道
小樽市最上1丁目14-154-
803

180
株式会社　札幌進学プラ
ザ

教育・学習支援
業

北海道
札幌市北区北6条西6丁目2-
25

http://sapporo-plaza.jp

181 株式会社　ＳＰＹs
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区南2条西1丁目
1-2　21キノシタビル2F

http://salon-spys.com/



182 片桐石匠 建設業 北海道
札幌市白石区北郷1条1丁目
7-15

183 株式会社　尚
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市豊平区月寒東1条16
丁目1-14

184 京田食品　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市南区石山2条3丁目
14-1

http://kyodapan.co.jp

185
丸吉日新堂印刷　株式会
社

製造業 北海道
札幌市豊平区平岸6条12丁
目11-2

http://www.nissindou.co.jp

186 ㈱　六書堂
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市北区北36条西2丁目
1-12

http://6sho.co.jp/

187 北洋建設　株式会社 建設業 北海道
札幌市東区北20条東12丁目
6-15

http://www2.snowman.ne.jp/~abcd/

188
新日本通信工業　株式会
社

情報通信業 北海道
札幌市中央区北3条東3丁目
1番7号

189 札幌理化硝子制作所 卸売・小売業 北海道
札幌市白石区菊水元町1条1
丁目1-20

http://www.glassart-sapporo.jp

190
株式会社　アイエムパッ
ク

卸売・小売業 北海道
札幌市白石区米里1条2丁目
14番10号

http://www.im-pack.co.jp

191
有限会社　北海道ウォー
ル

製造業 北海道
夕張郡長沼町西12線南6番
地

http://www.h-wall.jp

192 東亜産業　株式会社
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区菊水4条3丁目
2-29

http://www.toua-sangyou.jp

193
株式会社　イークラフト
マン

情報通信業 北海道
札幌市中央区北3条西18丁
目2-10　ＭＭＡビル4Ｆ

http://www.ecraftman.com

194
株式会社　シズナイロゴ
ス

運輸業 北海道
札幌市白石区流通センター
7丁目8番21号

http://www.shizunai.co.jp/

195 株式会社　ボックス 不動産業 北海道
札幌市中央区南14条西8丁
目5-50

http://www.box-group.net

196
社労士事務所Ｓｙｎｅｒ
ｇｙ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北2条東11丁
目23番　松浦ビル1Ｆ

http://www.sharou-synergy.com

197 株式会社　あるた出版 情報通信業 北海道
札幌市中央区南2条西4丁目
7-1　フェアリースクエア
ビル2Ｆ

http://www.alter.co.jp

198 釧路綜合印刷㈱ 製造業 北海道 釧路市白金町19-2 http://www.websogo.co.jp/sogo/index.html

199 ㈲平山モーター商会 卸売・小売業 北海道 釧路市音別町中園1-21
200 ㈱昭和冷凍プラント 製造業 北海道 釧路市南浜町8-6 http://www.showareitou.jp/

201 大栄フーズ㈱ 卸売・小売業 北海道 釧路市星が浦南1-3-14 http://www.akanpork.com/

202 釧路港運作業㈱ 運輸業 北海道 釧路市知人7-8
203 大栄商事㈱ 卸売・小売業 北海道 釧路市愛国東1-11-16
204 ㈱千友館 飲食店、宿泊業 北海道 釧路市鳥取大通5-2-5 http://www16.ocn.ne.jp/~n131/

205 藤田印刷㈱ 製造業 北海道 釧路市若草町3-1
206 北一建築㈱ 建設業 北海道 釧路市大町1-1-13

207 ㈲丸喜冠葬
専門・技術サー
ビス業

北海道 釧路市米町3-1-5

208 鈴木圭介税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

北海道 釧路市入舟5-3-2

209 ㈲キッズランド
教育、学習支援
業

北海道 釧路市文苑1-22-17 http://www.kidsland.co.jp/

210
㈱太平洋シルバーサービ
ス北海道

医療、福祉 北海道 釧路市春採7-5-1 http://www.silvercity.jp

211 ㈱天城建設 建設業 北海道 釧路市文苑4-41-17 http://www.web-p.jp/amagi-kensetsu/index.html

212 ㈱そんぐ 医療、福祉 北海道 釧路市鳥取大通5-16-12 http://www14.plala.or.jp/songcare/

213 学校法人北海道学院
教育、学習支援
業

北海道 釧路市昭和中央2-7-3 http://www.sakaseru.com

214 株式会社　Ｄ＆Ｃオート 卸売・小売業 北海道
札幌市北区新川1条6丁目1-
7

http://d-and-c-auto.com/

215 有限会社　岡畜産 卸売・小売業 北海道
札幌市北区屯田4条7丁目9-
3

216
株式会社　札幌ウェブデ
ザイン

情報通信業 北海道
札幌市中央区南8条西16丁
目3-13　平出ビル3F

http://8686group.jp

217 株式会社　エアフォルク 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区北5条西17丁
目4-9　ノースファインN5-
202



218
ＦＰ・社労士事務所　川
部商店

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北2条西2丁目
4　マルホビル3F

http://www.kawabe.jimusho.jp

219
有限会社　前田建築事務
所

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南15条西10丁
目4-6-101号

http://maeda-kenchiku.co.jp/

220
株式会社　エンバイロ
サービス

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市豊平区豊平5条5丁目
3-26

http://www.enviro-svc.co.jp

221
株式会社　しんたくサ
ポートサービス

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南1条西25丁
目1-17

http://www.sss-web.net

222
エィブルソフト　株式会
社

情報通信業 北海道
札幌市白石区南郷通9丁目
南6-6

http://www.ablesoft.co.jp

223
株式会社　アクティブ
エージェント

卸売・小売業 北海道
札幌市白石区本郷通8丁目
北7-21　藤井ビル本郷3Ｆ

http://www.active-agent.net/

224
株式会社　コアサポート
北海道

医療・福祉 北海道
札幌市北区新琴似6条12丁
目2番3号（新琴似中央整骨
院内）

http://www.medicalsupporter.com

225
株式会社　アリュール
プールヴォー

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南2条西3丁目
パレードビル5F

http://www.studio-gp.jp/

226 渡辺宗貴行政書士事務所
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市清田区平岡公園東4
丁目1-2

http://e-kakeizu.com

227 有限会社　ハヤシ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市北区新琴似10条7丁
目1-15

http://www.hayashiinunekobyouin.com

228 株式会社　kurumi
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市北区北40条西4丁目
1-1

http://www.hairpro.co.jp/

229
太洋ブレーキ商工　株式
会社

卸売・小売業 北海道
札幌市西区発寒16条13丁目
5-10

http://www.taiyobrake.jp/

230
税理士法人　木村有賀税
理士事務所

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北1条西20丁
目1番20号

231
公益財団法人　北海道Ｙ
ＭＣＡ

教育・学習支援
業

北海道
札幌市中央区南11条西11丁
目

http://www.hokkaido-ymca.or.jp

232
株式会社　フリーマイン
ズ

情報通信業 北海道
札幌市西区二十四軒3条4丁
目2-2　1F

http://freeminds.co.jp

233
岩見沢液化ガス　株式会
社

卸売・小売業 北海道 岩見沢市3条東14丁目9

234 株式会社　セブンスギア
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北42条東19丁目
3番1号

http://www.futsalsyu.com

235 さわやか整骨院 医療・福祉 北海道
札幌市中央区南5条西14丁
目4-20

236
北海道カーオイル　株式
会社

卸売・小売業 北海道
札幌市中央区北1条西18丁
目2-3

237
株式会社　なかむら美巧
社

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区南郷通14丁目
北6番18号

238 マルタカ・エクステリア 建設業 北海道
札幌市北区新琴似1条3丁目
2-3

239 税理士法人　あかり会計
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南4条西6丁目
晴ばれビル5階

http://akari4.com

240
株式会社　スリーエスメ
ンテナンス

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北5条西12丁
目2番地　北5ビル

http://www.sss-pro.com

241 株式会社　ブエングスト 卸売・小売業 北海道
札幌市豊平区美園3条1丁目
2-1

http://www.buen-gusto.co.jp

242
株式会社　テックサプラ
イ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北22条東1丁目2
番17号

http://www.tec-supply.com

243 有限会社　エーピーアイ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北4条西14-1-
47　ロワールＮ4　201

http://api.ne.jp

244 株式会社　モースト内装 建設業 北海道
札幌市東区東苗穂11条3丁
目9番3号

245 炭火焼肉　半蔵門 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市南区南39条西10丁目
1-8

246
有限会社　北海道特産品
直送センター

情報通信業 北海道
札幌市北区北37条西4丁目
3-12　藤井ビル北37　2Ｆ

247
スタジオロッカ　株式会
社

情報通信業 北海道
札幌市中央区南14条西7丁
目3-6　3Ｆ

http://studiorocca.jp

248 株式会社　カーサ
その他のサービ
ス業

北海道 三笠市いちきしり705



249 株式会社　ＣＲＥＳＴ 不動産業 北海道
札幌市北区北6条西1丁目
38山京ビル2Ｆ

http://crest-realty.jp/

250 相合縫製　株式会社 製造業 北海道
札幌市白石区本通10丁目南
7番9号

251 明成香農園　株式会社
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北22条東2丁目1
番20号

252 有限会社 宮崎肉店 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南24条西9丁
目1-5

253
北海道自動車販売　プレ
イス

卸売・小売業 北海道 北広島市西の里482-2

254 Car Shop Enter 卸売・小売業 北海道 北広島市西の里482-2

255
らーめん専家　羅妃焚
（ラピタ）

飲食店・宿泊業 北海道
札幌市東区北34条東17丁目
2-1　第一駒矢ビル1Ｆ

http://www.lulu.co.jp

256 日本アシスト　株式会社
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市北区北31条西4丁目
1-2

http://www.assist-kaikei.co.jp

257 株式会社　誠商会 卸売・小売業 北海道 札幌市南区中の沢1767番5

258 PERFECT 10 NAILS/SCHOOL
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南2条西2丁目
ＫＩＲＩＡＫＩ ＢＬＤ 8
Ｆ

http://perfect10nails.info

259 株式会社　Ｉ．Ｍ．Ｉ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南4条西6丁目
8　晴ばれビル

260
株式会社　エスジープラ
ンニング

卸売・小売業 北海道
札幌市中央区宮の森2条11-
6-33

http://sg-exercize.jp

261
有限会社　北海道くれよ
ん

その他のサービ
ス業

北海道 苫小牧市東開町3丁目17-24

262 株式会社 エニシィング 情報通信業 北海道
札幌市中央区南8条西4丁目
422番地　グランドパーク
ビル8Ｆ

http://www.enising.co.jp

263 大立運輸　株式会社 運輸業 北海道
札幌市白石区流通センター
5丁目2番21号

http://www.dairitsu-unyu.co.jp

264 有限会社　ティーライフ 金融・保険業 北海道
札幌市中央区北6条西11丁
目2番地1

http://www.tlife.co.jp/

265
株式会社　Ｂｅｇｇａｒ
Ｓｗｉｎｄｌｅ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区栄通3丁目1-
19

http://beggarswindle.jp

266
株式会社　ヒーティング
マテリアル

卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南13条西16丁
目2-8

http://www.bbq.ne.jp

267
有限会社　エルムスコー
ポレーション

製造業 北海道
札幌市東区北26条東1丁目
1-1

http://www.elms.jp/index.html

268
株式会社　ワースリビン
グ

卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南12条西8丁
目1-21-802

http://www.worthliving.co.jp

269
株式会社　ソナトキアプ
ロジェクト

飲食店・宿泊業 北海道
札幌市中央区北12条西16丁
目1-8

http://sonatokia.jp

270 洋食ConoYoshi 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市北区北18条西4丁目
2-33

271
株式会社　ハイブリッ
ジ・ジャパン

飲食店・宿泊業 北海道
札幌市中央区北1条西15丁
目　大通ハイム712号

http://www.hb-sama.com

272 ㈱萬世閣 飲食店・宿泊業 北海道
虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉
21番地

http://www.manseikaku-hotels.co.jp

273 有限会社　丸重清川 建設業 北海道
勇払郡むかわ町穂別平丘64
番地11

274
株式会社　アメージング
アンク

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区大通西24丁目
1-10　円山ピア3Ｆ

http://www.ankh-jp.com

275
中村社会保険労務士事務
所

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南1条西12丁
目322　第2一条ビル4Ｆ

http://www.nakamura777.com/index.html

276 株式会社　かやねミート 卸売・小売業 北海道
札幌市北区新琴似6条5丁目
1番2号

http://www.meat-kan.jp/

277 きれい屋壱番
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南23条西8丁
目2

http://www.kireiya1ban.com/

278 東邦交通　株式会社 運輸業 北海道
札幌市西区発寒14条11丁目
1番15号

http://www.toho-kotu.co.jp

279 株式会社 翼翔 卸売・小売業 北海道 夕張郡由仁町西三川431-2

280
有限会社　ＡＲＥＩＺ・
ＴＦＣ

卸売・小売業 北海道
札幌市北区北6条西6丁目
ＪＲ高架下2階

http://www.areiz.jp



281 緑化デザイン　株式会社 建設業 北海道
札幌市東区苗穂町4丁目1番
8号

http://www.ryokuka-design.com

282 ラボカラー
教育・学習支援
業

北海道
札幌市中央区南2条西6丁目
土肥ビル6Ｆ

http://www.labo-c.com

283
有限会社　グランド・プ
ランニング

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区本通9丁目北
4-41

284 株式会社　カイズ 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市中央区南4条西5丁目
8番地

285
ユニオンデーターシステ
ム 株式会社

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区本郷通13丁目
南5-9

http://www.union-data.co.jp

286 株式会社　ＪＴＬ札幌店
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市西区西野11条9丁目
24-16

www.dogdog.co.jp/

287 株式会社　藤井建業 建設業 北海道
札幌市北区新琴似町793番
地

http://www.fujiikengyo.jp/

288 株式会社 アクアフレア 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市北区北24条西4丁目4
番1号

http://r.gnavi.co.jp/h297800/

289
株式会社　Base Ｃｏｍｐ
ａｎｙ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市豊平区福住1条8丁目
3-5

http://www.rokkenmura.jp

290 丸大 大金畜産　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区北4条西11丁
目3番地

http://www.o-gane.co.jp

291 有限会社　森山商会 医療・福祉 北海道 小樽市花園2丁目4番7号

292
北海料理　コロポックル
〈古艪帆来ほまれ物産
株式会社〉

飲食店・宿泊業 北海道
札幌市中央区南4条西4丁目
松岡ビル3Ｆ

http://www.koropokkuru.co.jp

293 アンスル　株式会社 建設業 北海道
札幌市中央区南1条東6丁目
2番地

294 有限会社 ジョウニシ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北14条東15丁目
3-5/ＳＴビル4Ｆ

http://www.117ie.jp/

295 株式会社　エフ設計 建設業 北海道
札幌市北区北9条西3丁目
19-1　ノルテプラザ6Ｆ

296 有限会社　洋佳同 卸売・小売業 北海道 岩見沢市7条西10丁目26

297 ローラン美容室
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市北区北23条西4丁目
2-3　プラザハイツ24-1Ｆ

298 株式会社 冨士屋 製造業 北海道
札幌市白石区菊水5条1丁目
5-1

299 大沼行政書士事務所
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北4条西7丁目
5番地　緑苑木下ビル201

http://www.kankyo-consul.com

300 ハシモト
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市手稲区新発寒7条4丁
目3番11号

http://www3.plala.or.jp/hashimototakashi/

301
株式会社　エム・エス・
ケー・システム

卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南9条西15丁
目3-5　こみやまやビル2Ｆ

http://www.office-web.jp/msk-sys

302
社会保険労務士・行政書
士 オフィスサワダ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南7条西1丁目
20-1

http://www.sg-consul.com

303 有限会社　友伸　山鼻店 不動産業 北海道
札幌市中央区南21条西8丁
目2-16

http://www.yushin-e.co.jp

304 株式会社　アイチフーズ 飲食店・宿泊業 北海道 札幌市豊平区平岸1条2-4-7 http://bentoss.co.jp

305 株式会社　剛建築工房 建設業 北海道
札幌市西区西野5条9丁目2
番16号

http://www.gokk.co.jp

306 株式会社　IMC 情報通信業 北海道
札幌市西区発寒14条2丁目
2-1　柳屋ビル2F

http://www.s-imc.net

307 道央朝日販売　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市手稲区稲穂3条1丁目
3-7

308 有限会社　山賀畜産 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市西区発寒1条3丁目3-
34

http://wanwan-merenda.com

309 株式会社　ロジェ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南1条西8丁目
9-1　エコネットビル7F

www.roger-hd.co.jp/

310 Collection room 彩
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区南1条西5丁目
プレジデント松井9Ｆ

www.ayasan.jisseki.net

311
メイツセレクト　株式会
社

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区栄通16丁目7-
13

http://www.at-g.com

312
オノデンＣＯ．　株式会
社

卸売・小売業 北海道
札幌市中央区北13条西19丁
目37番67号

http://www.onoden.net

313 高橋興業　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市白石区中央3条3丁目
1-1

http://www.takahashi-7.com/



314
有限会社　ディー・ド
レープ

専門・技術サー
ビス業

北海道 旭川市神楽岡8条2丁目1-5 http://www.d-drape.co.jp/

315
株式会社　ヘアーコレク
ション

専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市白石区川下2条4丁目
2-13

http://hair-collection.net/

316 鍼灸治療院　リ・フリー 医療・福祉 北海道
札幌市北区北40条西4丁目
2-10

http://homepage3.nifty.com/Re-free

317
ハーモニーガーデン　大
地のたより

卸売・小売業 北海道 札幌市白石区栄通13-2-3 http://harmony-garden.ocnk.net

318 武田産業　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市東区北37条東27丁目
3-3

http://takedasangyo.net

319 analog hairdressing
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南2条西25丁
目1-23

http://www.analog-hair.com

320
株式会社　ライフファク
トリー

不動産業 北海道
札幌市中央区南10条西10丁
目1-20　さくらビル6F

321 株式会社　島屋 卸売・小売業 北海道
札幌市中央区南3条西8丁目
11　島屋ビル1F

http://www.simaya.net

322
株式会社　ヒューマンプ
レゼンツ

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区北2条西13丁
目1-14　HONEY　N2BL　3F

http://www.human-p.jp

323 アルズヘア
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市厚別区大谷地西5丁
目5-15

324 株式会社　クラーク総研
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南13条西7丁
目1-28

http://www.clarke.co.jp

325 株式会社　山田美装工業 建設業 北海道
札幌市西区平和3条6丁目7
番6号

326 株式会社　正文舎 製造業 北海道
札幌市白石区菊水2条1丁目
4番27号

http://www.syoubunsya.co.jp

327
ニューイング・ソフト
株式会社

情報通信業 北海道
札幌市中央区大通東3丁目1
番27　富士ビル4F

http://www.newingsoft.co.jp

328 インパルス　株式会社
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市豊平区平岸3条8丁目
6-1-405

http://www.ipls.co.jp

329 株式会社　洋服のプレイ
専門・技術サー
ビス業

北海道 札幌市北区北8条西4丁目13

330 株式会社　アイパス 情報通信業 北海道
札幌市中央区南1条東3丁目
10-13

http://www.ipas.co.jp

331
株式会社　アシストタイ
ム

情報通信業 北海道
札幌市厚別区大谷地東5丁
目1-15

http://assist-time.net

332 有限会社　カピラ
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市清田区平岡公園東3
丁目9-1

http://artkapila.co.jp

333 株式会社　直営千歳鶴 飲食店・宿泊業 北海道
札幌市中央区南5条西3丁目
ニューすすきのビル1F

http://r.gnavi.co.jp/h062000

334
株式会社　ドリームイノ
ベーション

飲食店・宿泊業 北海道
札幌市北区北27条西9丁目
5-10

335 日下　公司 製造業 北海道
札幌市中央区南3条西8丁目
7-3

http://www.kusaka.net

336 三響楽器　株式会社 卸売・小売業 北海道
札幌市手稲区手稲本町2条3
丁目9番1号

http://sankyogakki.com

337 株式会社　協栄車輌
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区北郷2405番地
25号

http://www.kyoei-car.net/

338 株式会社　Needs 建設業 北海道 札幌市白石区川北2301-1 http://www.needs-sapporo.co.jp

339 株式会社　ＳＡＰ
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市中央区北2条西3丁目
1-21　札幌北2条ビル4階

http://www.sap.jp/

340
株式会社　ベスト・ホー
ム

不動産業 北海道
札幌市豊平区美園1条7丁目
1-2

http://besthome.cc

341
税理士法人　小林会計事
務所

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区本郷通8丁目
南3-11

http://www.kobayashi-hiro-kaikei.jp

342 日本防水総業　株式会社 建設業 北海道
札幌市中央区北3条東4丁目
1番地

http://www.nihonbousui.co.jp

343 あくつ鍼灸整骨院 医療・福祉 北海道
河東郡音更町木野大通東8
丁目1番地35

344 及川鉄工　株式会社 建設業 北海道 札幌市白石区川下641番地 http://www.oikawatekko.com

345 株式会社　アシタバ
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市東区北14条東15丁目
3-5　STビル

http://www.ashitaba-ltd.co.jp

346 谷　幹夫　税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市北区北24条西3丁目1
番7号　商工センタービル

http://tani.hokkaido.jp



347 株式会社　ヤシマ商会 建設業 北海道
札幌市中央区南19条西15丁
目3番15号

http://kkyasima.jp

348
有限会社　ベッカライ
ドルフィー

飲食店・宿泊業 北海道
札幌市厚別区厚別中央2条5
丁目6-1

http://www.dolphy.jp/

349
プリントハウス　株式会
社

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市白石区中央1条4丁目
3-94　総合商研㈱1F

http://sapporo-print.com/

350 株式会社　シグナル 情報通信業 北海道
札幌市中央区南1条西5丁目
16番地　プレジデント松井
ビル100　7階

www.signal-sapporo.com

351 株式会社　クレール
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市豊平区月寒中央通6
丁目3-35

http://www.clair-salon.com/

352
株式会社　ソフトウェア
札幌

情報通信業 北海道
札幌市北区北9条西4丁目7-
4　エルムビル

http://www.sw-s.ne.jp/

353 学習塾たぬけん札幌
教育・学習支援
業

北海道
札幌市豊平区西岡4条1-2-
3-601

354 株式会社　共生測量
その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区南1条東4丁目
7番地

http://www.kyoseigroup.jp/

355 株式会社　中村鋳造企画 卸売・小売業 北海道
札幌市手稲区曙2条3丁目2
番28号

356 ㈱Ｃｏｍ‘ｓ 卸売・小売業 北海道 釧路市鳥取北4-6-20
357 ㈱駒形家 飲食店、宿泊業 北海道 釧路市栄町7-2 http://www.komagataya.com

358 ㈲はたご家 飲食店、宿泊業 北海道 釧路市栄町4-2 http://www.946hatagoya.com

359 ㈱ロシック 卸売・小売業 北海道 釧路市治水町5-9

360 東邦コンサルタント㈱
専門・技術サー
ビス業

北海道 釧路市鳥取大通4-11-13

361 村井建設㈱ 建設業 北海道 釧路市住之江町12-17 http://www.muraikensetsu.com

362 丸井産業㈱ 卸売・小売業 北海道 釧路市入江町10
363 福司酒造㈱ 製造業 北海道 釧路市住吉2-13-23 http://www.fukutsukasa.jp/

364 ㈱釧路新聞社 情報通信業 北海道 釧路市黒金町7-3 http://www.news-kushiro.jp/index.php

365 金星釧路ハイヤー㈱ 運輸業 北海道 釧路市浪花町6-2 http://www.geocities.jp/kinsei_kushiro/

366 ㈱美警
サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市新富士町6-2-10

367 中央防災システム㈱ 建設業 北海道 釧路市緑ヶ丘1-20-3
368 釧路空港ビル㈱ 不動産業 北海道 釧路市鶴丘2番地 http://www.kushiro-airport.co.jp/

369
特定非営利活動法人　わ
たぼうしの家

サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市千歳町13-7 https://www.minnanokaigo.com/corp/G990000/

370 宗教法人鳥取神社
サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市鳥取大通4-2-18

371
社会保険労務士事務所
東北海道労務情報セン
ター

サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市愛国東4-37-1

372
エイチケーシー　株式会
社

卸売・小売業 北海道
札幌市白石区中央2条1丁目
1番69

http://www.hkc-inc.jp

373 株式会社　和田商会 不動産業 北海道
札幌市豊平区月寒東1条17
丁目1番55号

374 株式会社　ＷＢＳ 卸売・小売業 北海道
札幌市豊平区月寒東1条17
丁目1番55号

375
ｶﾀﾔﾏﾎｰﾑｾﾝﾀｰ㈱丸ｶ片山商
店

卸売・小売業 北海道 釧路市共栄大通1-3-4 http://www.kagunokatayama.co.jp/

376 太平洋設備㈱ 建設業 北海道 釧路市春採5-16-17 http://www.tsv.co.jp
377 ㈱サトービル 不動産業 北海道 釧路市住之江町2-1 http://www.s-bld.co.jp

378 ㈱苗穂自動車学園　KDS
サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市芦野5-12-1 http://www.kds946.com

379 ㈱釧路第一経営センター
専門・技術サー
ビス業

北海道 釧路市柏木町5-35 http://www.kfm.co.jp

380
㈱リハビリサポートまこ
と

医療、福祉 北海道 釧路市貝塚2-6-24 http://www.makoto946.com/

381 北海道アクアリア㈱ 医療、福祉 北海道 釧路市鳥取大通8-1-10 https://aruma-japan.jimdo.com/

382 ㈱北淩 製造業 北海道 釧路市新富士町5-1-5 http://hokuryo946.com/index.html



383
(合)丸辰相長センター仲
浜本社

卸売・小売業 北海道 釧路市仲浜町6-3 http://aichou.vc/

384 ㈱阿寒町観光振興公社 飲食店、宿泊業 北海道
釧路市阿寒町上阿寒23-36-
1

385 ㈱エイコー 卸売・小売業 北海道 釧路市星ヶ浦大通2-7-6 http://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_kushiro

386 北川種苗㈱ 卸売・小売業 北海道 釧路市若松町4-5

387
太平洋総合コンサルタン
ト㈱

専門・技術サー
ビス業

北海道 釧路市材木町15-5 http://www.taicon.co.jp/

388 ㈱明作 建設業 北海道
白糠郡白糠町西庶路東1条
南3-2-1

http://www.meisaku.co.jp/

389 ㈲宮本塗装店 建設業 北海道
白糠郡白糠町西庶路東1条
南2-2-4

390 釧路海洋フーズ㈱ 製造業 北海道 釧路市新富士町5-3-11 http://kkf.hp.gogo.jp/pc/

391
㈱三ツ星レストランシス
テム

飲食店、宿泊業 北海道 釧路市春採5-16-10 http://www.mitsuboshi.net/

392 ㈲エスエス
サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市愛国西1-11-6

393
㈱サクト　カラオケボッ
クスジャマイカ

サービス業（他
に分類されない
もの）

北海道 釧路市愛国西1-11-6

394 ㈱釧路昆布研究所 卸売・小売業 北海道 釧路郡釧路町北都2-5-5 http://946konbu.com/
395 三ツ輪トーヨータイヤ㈱ 卸売・小売業 北海道 釧路市星が浦大通1-4-37
396 札鶴ベニア㈱白糠工場 製造業 北海道 白糠郡白糠町東2条北6-1-2 http://www.sattsuru.com/

397
社会保険労務士海野事務
所

専門・技術サー
ビス業

北海道 釧路市文苑1-14-9

398 ㈲ふれ愛 医療、福祉 北海道 釧路市若竹町18-18
399 ㈱郊楽苑 飲食店、宿泊業 北海道 野付郡別海町別海141-100 http://www.sattsuru.com/

400 ㈱フジクリーンシステム
専門・技術サー
ビス業

北海道 野付郡別海町別海141-100

401 ㈲中山農場 農業・林業 北海道
野付郡別海町中春別307－
37

http://www.nakayama-farm.com/

402
中標津コンクリート工業
㈱

製造業 北海道 標津郡中標津町字俵橋52-1

403 ㈱拓海 卸売・小売業 北海道 釧路市桜ヶ岡6-33-19
404 ㈱フジアグリラッシュ 建設業 北海道 釧路市貝塚2-21-19
405 ㈱アシスト 卸売・小売業 北海道 釧路市浪花町8-8
406 ㈱加賀谷ブリック 製造業 北海道 釧路市共栄大通3-2-12
407 ㈱フジケアシステム 卸売・小売業 北海道 釧路市貝塚2-21-19 http://fujicare-system.jp/

408
ニューフォレスト　株式
会社　札幌事業所

医療・福祉 北海道
札幌市東区北11条東10丁目
525　N11ビル2F

http://newforest.la.coocan.jp/

409 reaRism
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市東区北24条東16丁目
1-3　弘栄ビル2F

410 北関東学院
教育・学習支援
業

北海道
札幌市中央区南9条西西3丁
目2-10　札幌KSビル6F

http://kitakanto-gakuin.net/

411
株式会社　アメリカンビ
ジネスサービス

その他のサービ
ス業

北海道
札幌市中央区大通西5丁目
11番地　大五ビル2F

http://www.american-bs.co.jp

412 有限会社　岩﨑経営
専門・技術サー
ビス業

北海道
札幌市手稲区曙5条2丁目5
番13号

http://jinji.iwa-k.net

413 株式会社　ゆうらく 医療・福祉 北海道
札幌市白石区本通19丁目南
2-7　食糧ビル2F

http://yuraku-main.com

414 株式会社　花森 建設業 北海道
札幌市東区北47条東16丁目
1-35

http://www.hanamori-k.co.jp

415 株式会社　えぞ企画 建設業 北海道
札幌市中央区南7条西2丁目
1-3

http://www.ezo.co.jp/


