
区名 番号 事業所名

中央 1 北海道エネルギー株式会社　札幌大通サービスステーション

中央 2 中和石油株式会社　水穂ファクトリー営業所

中央 3 ナラサキ石油株式会社　桑園駅前営業所

中央 4 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社　札幌西支店

中央 5 北日本石油株式会社　市場第一サービスステーション

中央 6 北海道エナジティック株式会社　桑園営業所

中央 7 同盟石油株式会社　北１条営業所

中央 8 日商砿油株式会社　セントラル給油所

中央 9 北海道カーオイル株式会社　北１条サービスステーション

中央 10 出光リテール販売株式会社　北海道ｶﾝﾊﾟﾆｰｾﾙﾌ札幌ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

中央 11 北日本石油株式会社　北５条西給油所

中央 12 北海道エナジティック株式会社　プロムナード５１３

中央 13 出光リテール販売株式会社　北海道ｶﾝﾊﾟﾆｰ　円山北町ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

中央 14 株式会社日の丸産業社　桑園営業所

中央 15 株式会社コニサーオイルガソリンランド１１

中央 16 中和石油株式会社　ＦＷ山鼻営業所

中央 17 日商砿油株式会社　セルフ札幌南サービスステーション

中央 18 アヅマ石油荷役サービス株式会社札幌営業所（南配送センター）

中央 19 北海道エネルギー株式会社　チャレンジ南1９条ステーション

中央 20 株式会社コニサーオイルセルフランド２３０

中央 21 北海道エネルギー株式会社　西２４丁目サービスステーション

中央 22 北海道エネルギー株式会社　札幌西線サービスステーション

中央 23 地崎商事株式会社　南４条西営業所

中央 24 中和石油株式会社　本社

中央 25 北海道エネルギー株式会社　南４条営業所

中央 26 札幌アポロ石油株式会社　南５条給油所

中央 27 北海道エネルギー株式会社　トップロード南９条ステーション

中央 28 北海道エネルギー株式会社　旭ヶ丘サービスステーション

中央 29 北海道エネルギー株式会社　琴似サービスステーション

中央 30 北海道エネルギー株式会社　宮の森サービスステーション

中央 31 株式会社トヨタレンタリース札幌

中央 32 北海道カーオイル株式会社　北一条灯油センター

中央 33 札幌アポロ石油株式会社　セルフ西線９条サービスステーション

中央 34 株式会社吉山塗料店

中央 35 株式会社錦戸塗料店

中央 36 株式会社北浩塗料店

中央 37 秋山興業株式会社

中央 38 鍛治塗料店

中央 39 株式会社羽幌燃料商会

中央 40 平野燃料商事株式会社

中央 41 有限会社上島燃料店

中央 42 株式会社唯商事

中央 43 有限会社松田燃料店

中央 44 株式会社札幌合同

中央 45  松　田中燃料店

中央 46 株式会社サ佐藤商店

中央 47 株式会社山一山越燃料店

中央 48 有限会社丹羽商店

中央 49 朝日商会

札幌危険物安全協会　会員名簿（全市）



中央 50 有限会社丸忠　北栄燃料

中央 51 羽鳥燃料店

中央 52 北海道エナジティック株式会社　中央営業所

中央 53 北海道エア・ウォーター株式会社　札幌エネルギー営業所

中央 54 ＮＨＫ札幌放送局

中央 55 学校法人光塩学園　光塩学園調理製菓専門学校

中央 56 株式会社ワコール札幌店

中央 57 株式会社道新アクティ

中央 58 株式会社昭和ビル

中央 59 札幌アルト株式会社　大五ビル

中央 60 札幌市水道局総務部総務課

中央 61 札幌市役所

中央 62 岸本産業株式会社

中央 63 株式会社グランビスタホテル＆リゾート札幌グランドホテル

中央 64 日本銀行札幌支店

中央 65 札幌トヨタ自動車株式会社

中央 66 札幌テレビ放送株式会社

中央 67 裏千家北海道茶道会館

中央 68 株式会社札幌ホテルマネジメント（ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌）

中央 69 エア・ウォーター㈱北海道支社

中央 70 北海道水産ビル株式会社

中央 71 株式会社ニュー札幌ビル

中央 72 北農健保会館

中央 73 札幌市立中央中学校

中央 74 札幌駅総合開発株式会社エスタ店

中央 75 札幌駅総合開発株式会社ＪＲタワー

中央 76 株式会社大丸松坂屋百貨店　大丸札幌店

中央 77 株式会社京王プラザホテル札幌

中央 78 札幌市水道局工務部藻岩浄水場

中央 79 医療法人渓仁会　西円山病院

中央 80 医療法人社団銀否会　川西内科胃腸科病院

中央 81 新永商事株式会社

中央 82 秋山不動産有限会社

中央 83 札幌日産自動車株式会社

中央 84 札幌市交通局高速電車部電車事業所

中央 85 株式会社ホテルサンルートニュー札幌

中央 86 札幌中央アーバン株式会社

中央 87 美松企業株式会社

中央 88 札幌市消防局

中央 89 株式会社石川物産館

中央 90 株式会社東急コミュニティー

中央 91 株式会社札幌観光会館　第１観光会館ビル

中央 92 株式会社南興ビル

中央 93 三陽総業株式会社

中央 94 株式会社エフ・エル・ワイ

中央 95 大倉山ジャンプ競技場

中央 96 学校法人総合技術学園　札幌科学技術専門学校

中央 97 札幌市交通局　運輸課（円山バスターミナル）

中央 98 株式会社テレビ北海道

中央 99 市立札幌病院

中央 100 特定医療法人 札幌循環器クリニック　札幌循環器病院



中央 101 札幌市中央卸売市場

中央 102 大和リゾート株式会社　ロイトン札幌

中央 103 北海道文化放送株式会社

中央 104 モノエクリーニング有限会社

中央 105 北海道放送株式会社

中央 106 株式会社コープ・アイ

中央 107 札樽自動車運輸株式会社　札幌中央支店

中央 108 北電興業株式会社　北二条クラブ

中央 109 医療法人菊郷会　愛育病院

中央 110 学校法人札幌龍谷学園　札幌龍谷学園高等学校

中央 111 株式会社ふくしサービス

中央 112 株式会社東洋実業

中央 113 医療法人社団正心会　岡本病院

中央 114 株式会社繁富工務店

中央 115 医療法人社団慶愛会　札幌花園病院

中央 116 社会医療法人医仁会　中村記念病院

中央 117 株式会社４丁目プラザ

中央 118 有限会社猪狩ビル

中央 119 特定医療法人社団慈藻会　平松記念病院

中央 120 医療法人社団　いとう整形外科病院

中央 121 株式会社プリンスホテル　札幌プリンスホテル

中央 122 一般財団法人　札幌同交会病院

中央 123 学校法人北光学園　北海道理容美容専門学校

中央 124 株式会社みちのく銀行　札幌支店

中央 125 アパホテル<札幌>

中央 126 一般財団法人　北海道教育会館

中央 127 北海道振興株式会社

中央 128 ほくでん情報テクノロジー株式会社　ＨＩＴ円山センタービル 

中央 129 本門佛立宗　信廣寺

中央 130 北洋銀行　東屯田センター（交洋不動産株式会社東屯田ｾﾝﾀｰ管理事務所）

中央 131 医療法人社団清和会　南札幌病院

中央 132 札幌市円山動物園

中央 133 学校法人聖心女子学院　札幌聖心女子学院

中央 134 サザエ食品株式会社

中央 135 株式会社エネサンス北海道

中央 136 公立学校共済組合札幌宿泊所 ホテルライフォート札幌

中央 137 内山産業株式会社

中央 138 株式会社エステイビジネスアシスト

中央 139 ジェイ・アール北海道バス株式会社　札幌クリーンセンター

中央 140 株式会社東横イン札幌すすきの交差点

中央 141 札幌市立二条小学校

中央 142 富士ホームエナジー株式会社

中央 143 大星ビル管理株式会社 日本生命札幌ビル

中央 144 ホテルモントレ札幌

中央 145 マルイト札幌ビル

中央 146 中島体育センター

中央 147 栗林石油株式会社札幌支店

北 148 株式会社エンパイアー

北 149 森谷商事株式会社

北 150 北海道エネルギー株式会社　新川南サービスステーション

北 151 医療法人中江病院



北 152 北海道エネルギー株式会社　セルフ北１９条サービスステーション

北 153 学校法人藤学園　藤女子大学

北 154 札幌市下水道河川局事業推進部創成川水処理センター

北 155 株式会社麻生自動車センター

北 156 株式会社山晃商店

北 157 北海道エネルギー株式会社　石狩インターサービスステーション

北 158 北日本石油株式会社　北32条給油所

北 159 北海道エネルギー株式会社　新川東サービスステーション

北 160 医療法人社団北腎会　坂泌尿器科病院

北 161 さとう油機サービス

北 162 門脇燃料店

北 163 地崎商事株式会社　北27条営業所

北 164 株式会社ガスショップタカハシ

北 165 札幌サンプラザ（一般財団法人札幌勤労者職業福祉センター）

北 166 北洋日通プロパン販売株式会社

北 167 岩谷産業株式会社　エネルギー北海道支社

北 168 一般財団法人北海道自治労会館

北 169 株式会社ムトウ

北 170 株式会社日本防災技術センター

北 171 北海道エネルギー株式会社　北１０条サービスステーション

北 172 株式会社札新商事

北 173 医療法人社団栄杜会　小原病院

北 174 東日本三愛石油株式会社　Dｒ.Dｒｉｖｅオブリステーション屯田

北 175 北海道カーオイル株式会社　セルフステーション屯田7条

北 176 軽費老人ホーム　札幌市拓寿園

北 177 ミライフ北海道株式会社（屯田灯油センター）

北 178 有限会社カネコ

北 179 北海道カーオイル株式会社　屯田サービスステーション

北 180 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社　北燃料センター

北 181 医療法人社団延山会　北成病院

北 182 株式会社活里

北 183 北海道エネルギー株式会社　新川西サービスステーション

北 184 特定医療法人朋友会　石金病院

北 185 旭運輸株式会社

北 186 札幌市立新川小学校

北 187 中和石油株式会社　EneJet新川SS

北 188 北海道エネルギー株式会社　新川中央サービスステーション

北 189 北海道エネルギー株式会社　新川バイパスサービスステーション

北 190 札幌市立新川中央小学校

北 191 北海道ミツウロコ株式会社　札幌北店

北 192 株式会社 キタセキ 札幌新川サービスステーション

北 193 有限会社福岡燃料

北 194 株式会社札幌豊興

北 195 医療法人社団　北札幌病院

北 196 藤井燃料店

北 197 イワタニ北海道株式会社　北営業所

北 198 北海道エネルギー株式会社　チャレンジ新琴似4番通セルフサービスステーション

北 199 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニー　新琴似7条SS

北 200 有限会社マルヒロ三笠燃料店

北 201 株式会社ほくねん

北 202 株式会社ネンセツ



北 203 札幌市水道局　北部水道センター

北 204 杉商株式会社　Big-S新琴似給油所　

北 205 伊藤忠エネクス株式会社　新琴似灯油供給センター

北 206 医療法人社団研成会　札幌鈴木病院

北 207 株式会社堀江燃料店

北 208 藤井商店

北 209 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニー　セルフ新琴似SS

北 210 北海道エナジティック株式会社　新琴似営業所

北 211 札幌市立新琴似西小学校

北 212 北海道エネルギー株式会社　チャレンジ新琴似サービスステーション

北 213 株式会社和光商会

北 214 札幌アポロ石油株式会社　新琴似灯油センター

北 215 北海道エア・ウォーター株式会社　札幌エネルギー営業所（新琴似灯油センター）

北 216 百合が原緑のセンター

北 217 株式会社ほくねん　百合が原油槽所

北 218 医療法人社団　札幌百合の会病院

北 219 株式会社キョウエイ

北 220 北海道エネルギー株式会社　百合が原サービスステーション

北 221 シャトレーゼ　ガトーキングダム　サッポロ

北 222 北海道エナジティック株式会社　篠路営業所

北 223 地崎商事株式会社　篠路太平営業所

北 224 屯田ガス株式会社

北 225 北海道カーオイル株式会社　篠路太平サービスステーション

北 226 札幌市北区土木センター

北 227 札幌市立豊明高等養護学校

北 228 札幌市動物管理センター福移支所

北 229 札幌市環境局環境事業部篠路清掃工場

北 230 社会福祉法人響会　障害者支援施設　草笛館

北 231 株式会社マルキ木田商店

北 232 医療法人社団　五稜会病院

北 233 社会医療法人康和会 札幌しらかば台篠路病院

北 234 ミナミ石油株式会社

北 235 株式会社川本商店

北 236 株式会社カワモト

北 237 篠路髙見倉庫株式会社

北 238 釧路石炭販売株式会社　石狩給油所

北 239 北海道エネルギー株式会社　篠路サービスステーション

北 240 北海道エネルギー Dr.Drive石狩街道セルフサービスステーション

北 241 株式会社札幌篠路自動車学校

北 242 札幌市立太平小学校

北 243 北海道医療大学病院

北 244 北海道エネルギー株式会社　トップロードあいの里サービスステーション

北 245 ホクレン篠路セルフ給油所

北 246 株式会社ＡＳＫ　新川インター店

北 247 有限会社古谷石油運送　札幌北営業所

東 248 北海道エネルギー株式会社　札幌総合卸センターＳＳ

東 249 北海道エネルギー株式会社　北８条通ＳＳ

東 250 不二石油苗穂有限会社

東 251 中和石油株式会社　北８条営業所

東 252 北海道エネルギー株式会社　環状通ＳＳ

東 253 北海道エネルギー株式会社　北１５条ＳＳ



東 254 北日本石油株式会社　北15条東給油所

東 255 札幌アポロ石油株式会社　光星給油所

東 256 北海道エネルギー株式会社　元町ＳＳ

東 257 出光リテール販売株式会社北海道カンパニー　オートアルル北１９条SS

東 258 北海道エネルギー株式会社　北光SS

東 259 中和石油株式会社　元町営業所

東 260 北海道エネルギー株式会社　伏古SS

東 261 河辺石油株式会社　札幌支店札幌北給油所

東 262 前側石油株式会社　北２５条SS　

東 263 株式会社三ツ輪商会Dr.Drive北３３条店

東 264 北海道エネルギー株式会社　バイパス東ＳＳ　

東 265 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニー　セルフ北３７条SS

東 266 同盟石油株式会社

東 267 同盟石油株式会社　麻生営業所

東 268 札幌アポロ石油株式会社　セルフ丘珠西ＳＳ

東 269 札幌アポロ石油株式会社　北都給油所

東 270 北海道エネルギー株式会社　チャレンジ北３９条SS

東 271 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニー　セルフ北３９条ＳＳ

東 272 北海道エネルギー株式会社　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ栄町店

東 273 東日本三愛石油株式会社　Ｄｒ.Driveオブリステーション札幌栄町

東 274 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニーよんななSS

東 275 大同運輸株式会社　苗穂営業所

東 276 SBSフレックネット株式会社　北海道運営部

東 277 三和興産株式会社　東栄給油所

東 278 センコー株式会社　札幌主管支店

東 279 國際航空給油株式会社　丘珠空港事業所

東 280 北海道エネルギー株式会社　さとらんど丘珠ＳＳ　

東 281 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニー　丘珠ＳＳ

東 282 株式会社ニレミックス

東 283 中和石油株式会社　フリーウェイモエレ沼ＳＳ

東 284 株式会社カナモト札幌営業所

東 285 北清企業株式会社

東 286 岩田石油株式会社　本町給油所

東 287 北海道エネルギー株式会社　雁来ＳＳ

東 288 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニー　札苗SS

東 289 北海道福山通運株式会社

東 290 北海道エネルギー株式会社　札幌新道ＳＳ

東 291 北海道カーオイル株式会社　札苗サービスステーション　

東 292 山登運輸株式会社

東 293 株式会社東日本宇佐美２７５号雁来インターＳＳ

東 294 地崎商事株式会社　伏古営業所

東 295 株式会社和光石油　伏古給油所

東 296 ナラサキ石油株式会社　新道伏古営業所

東 297 大東石油販売株式会社　丘珠空港通ＳＳ

東 298 北日本石油株式会社　丘珠空港通給油所　

東 299 協同組合札幌総合卸センター

東 300 北海道ジェイ・アール運輸サポート株式会社

東 301 有限会社金田商店

東 302 株式会社沖田金物店

東 303 セフティプラザ菅原産業株式会社

東 304 株式会社いちたかガスワン　北営業所



東 305 大平燃料店

東 306 ホームショップささき

東 307 株式会社ライフサクライ

東 308 地崎商事株式会社　北２４条配送センター

東 309 札燃油機株式会社

東 310 協和プロパン

東 311 株式会社出光エネルギーサービス札幌

東 312 有限会社橋村商店

東 313 河辺石油株式会社　札幌支店ＬＰＧ・灯油センター　

東 314 株式会社ブラザー輸送

東 315 北海道エナジティック株式会社　東営業所

東 316 有限会社橋本燃料

東 317 ユニオン石油ガス株式会社

東 318 株式会社栄町油機

東 319 北海道和光純薬株式会社　配送センター　

東 320 アポロ販売株式会社

東 321 有限会社森金物燃料店

東 322 サンビック株式会社　札幌北営業所

東 323 有限会社丸克燃料センター

東 324 苗穂倉庫株式会社

東 325 福山醸造株式会社

東 326 マルサン塗料株式会社

東 327 北海道航空株式会社

東 328 陸上自衛隊丘珠駐屯地業務隊

東 329 株式会社オイルターミナル丘珠営業所

東 330 田井自動車工業株式会社

東 331 株式会社ムネカタ

東 332 新立電機株式会社

東 333 有限会社宮北燃料店

東 334 株式会社ほくねん東営業所

東 335 北海道カーオイル株式会社　札苗配送センター

東 336 東亜道路工業株式会社　北海道支社札幌営業所　

東 337 佐藤燃料住設株式会社

東 338 有限会社カネコこばやし金物店

東 339 北ガスジェネックス株式会社

東 340 伊藤忠エネクスホームライフ北海道㈱　札幌支店東燃料センター

東 341 伊藤忠エネクス株式会社　伏古灯油供給センター

東 342 アヅマ石油荷役サービス株式会社　東配送センター

東 343 株式会社公清企業中沼産業廃棄物処理センター

東 344 株式会社タナカ

東 345 株式会社北海道熱供給公社　中央エネルギーセンター　

東 346 株式会社ＤＮＰ北海道

東 347 札幌交通機械株式会社　

東 348 学校法人天使学園

東 349 学校法人札幌光星学園

東 350 医療法人社団　札幌道都病院

東 351 株式会社中山組

東 352 北海道日産自動車株式会社

東 353 一般財団法人　札幌市水道サービス協会　

東 354 一般社団法人さっぽろ健康スポーツ財団　札幌市美香保体育館

東 355 北札幌電設株式会社



東 356 札幌市立元町小学校

東 357 札幌東和病院

東 358 株式会社カードック札幌

東 359 札幌市立元町北小学校

東 360 札幌トヨペット株式会社北店

東 361 札幌市東区土木センター

東 362 札幌市立栄南中学校

東 363 札幌市立栄南小学校

東 364 特定医療法人とこはる　東栄病院

東 365 株式会社石井塗料店

東 366 札幌市立栄東小学校

東 367 雪印メグミルク株式会社　札幌工場

東 368 株式会社北海道モリタ

東 369 特定医療法人とこはる　介護老人保健施設おおぞら

東 370 札幌市農業支援センター

東 371 サッポロさとらんど

東 372 札幌市立丘珠中学校

東 373 北海道エア・ウォーター・エンジニアリング株式会社

東 374 エスケー化研株式会社　札幌支店

東 375 札幌市立本町小学校

東 376 株式会社北海道宇部　札幌第二工場

東 377 社会福祉法人　札幌明啓院

東 378 札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所

東 379 札幌市水道局資材センター

東 380 医療法人社団 豊生会 介護老人保健施設ひまわり

東 381 昭和交通株式会社

東 382 医療法人社団大藏会　札幌佐藤病院

東 383 札幌市下水道河川局事業推進部部伏古川水再生プラザ

東 384 札幌市立札幌中学校

東 385 札幌市立伏古北小学校

東 386 札幌市ふしこ地区センター

東 387 北海道企業局石狩湾新港地域工業用水道管理事務所

東 388 一般財団法人札幌市環境事業公社　中沼プラスチック・雑がみ選別センター

東 389 三造有機リサイクル株式会社

東 390 パイプ技研工業株式会社

東 391 札幌共同アスコン株式会社

東 392 株式会社エネルギー興産

東 393 ナラサキ石油株式会社創成北３６条営業所

白石 394 地崎商事株式会社　一条橋営業所　

白石 395 株式会社アイックス川下給油所

白石 396 北海道エネルギー株式会社　菊水ＳＳ

白石 397 北海道エネルギー株式会社　北１３条橋営業所　

白石 398 北海道エネルギー株式会社　米里SS

白石 399 出光リテール販売株式会社　北海道カンパニー　セルフ札幌インター給油所

白石 400 札幌河辺石油株式会社　札幌インターサービスステーション　

白石 401 北海道カーオイル株式会社　北郷サービスステーション　

白石 402 札幌河辺石油株式会社　札幌北郷東ステーション　

白石 403 北海道エネルギー株式会社 北郷３条給油所　

白石 404 北海道エネルギー株式会社　チャレンジ北郷新道営業所　

白石 405 北海道エネルギー株式会社　北郷インター営業所

白石 406 北海道エネルギー株式会社　トップロード栄通　



白石 407 ナラサキ石油株式会社　東北通営業所　

白石 408 株式会社イーグル石油栄通給油所　

白石 409 前側石油株式会社札幌支店　東北通給油所　

白石 410 ナラサキ石油株式会社　Dr.Drive白石営業所　

白石 411 北海道エネルギー株式会社　白石中央ＳＳ　

白石 412 札幌河辺石油株式会社　白石サービスステーション　

白石 413 北海道エネルギー株式会社　Dr.Drive南郷16丁目店　

白石 414 株式会社アイックス南郷通２０丁目　サービスステーション　

白石 415 中和石油株式会社　Ｅｎｅｊｅｔアサヒビール園前ＳＳ

白石 416 北海道エネルギー株式会社　白石南郷通給油所　

白石 417 株式会社三ツ輪商会　Dr.Drive南郷通店　

白石 418 地崎商事株式会社　白石環状営業所

白石 419 株式会社アイックス白石給油所

白石 420 中和石油株式会社　EneJet白石

白石 421 北海道エネルギー株式会社　東白石営業所　

白石 422 株式会社アイックス白石本通給油所

白石 423 北日本石油株式会社　ローズアベニュー白石給油所　

白石 424 北日本石油株式会社　大谷地流通センター給油所　

白石 425 株式会社三ツ輪商会　Dr.Drive本通６丁目店　

白石 426 北海道エネルギー株式会社　札幌流通センター給油所　

白石 427 北海道東北名鉄運輸株式会社　札幌支店　

白石 428 自動車輸送興業株式会社

白石 429 共通運送株式会社

白石 430 札幌山谷運送株式会社

白石 431 日通札幌運輸株式会社

白石 432 札幌建設運送株式会社

白石 433 株式会社東日本宇佐美　札幌トラックターミナル　

白石 434 ヤマトオートワークス株式会社　札幌工場　

白石 435 有限会社タマキ

白石 436 道都化学産業株式会社　白石配送センター　

白石 437 株式会社金坂　

白石 438 株式会社やすもと　札幌店　

白石 439 カナエ塗料株式会社　札幌営業所　

白石 440 三和倉庫株式会社　札幌事業所　

白石 441 北海安田倉庫株式会社　流通センター

白石 442 株式会社植松塗料店　札幌支店

白石 443 ロックペイント株式会社　札幌営業所　

白石 444 北海道エネライン株式会社　白石配送センター　

白石 445 中和石油株式会社　東札幌センター　

白石 446 札幌アポロ石油株式会社　オイルサービスセンター

白石 447 日本アルコール販売株式会社　札幌支店　

白石 448 大日本塗料北海道株式会社

白石 449 有限会社山一燃料金物店　

白石 450 株式会社くきつ　

白石 451 株式会社ナカムラ　

白石 452 株式会社カネタ商会　

白石 453 アポロ運輸株式会社　　

白石 454 株式会社丸運トランスポート札幌　札幌営業所　

白石 455 有限会社あらや　

白石 456 第一興産株式会社　札幌支店　

白石 457 有限会社ひまわり石油



白石 458 北海道セントラルガス株式会社

白石 459 株式会社コロナオイル　

白石 460 株式会社滝川自工　　

白石 461 有限会社永伸 稲見商事　

白石 462 株式会社いわせき札幌支店　

白石 463 株式会社齊藤金物　

白石 464 武田産業株式会社

白石 465 株式会社いとう  

白石 466 ホッコウ物流株式会社

白石 467 北海道エネライン株式会社　北郷油槽所　

白石 468 永井金物店　

白石 469 北海道エナジティック株式会社　東札幌営業所　

白石 470 株式会社エネルギーサービス札幌

白石 471 株式会社エネサンス北海道　白石ガスショップ

白石 472 カクイ協和産業株式会社

白石 473 株式会社いちたかガスワン　札幌支店

白石 474 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社　

白石 475 株式会社丸繁志茂商店　

白石 476 北海道林産燃料生産協同組合　

白石 477 月寒運輸株式会社

白石 478 ミライフ北海道株式会社　米里灯油センター　

白石 479 恩田塗料株式会社

白石 480 有限会社黒澤石油販売　

白石 481 太平石炭株式会社

白石 482 株式会社七彩　札幌営業所　

白石 483 北海道エナジティック株式会社　北郷営業所　

白石 484 札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター　

白石 485 医療法人社団三樹会病院　

白石 486 社会福祉法人北翔会　札幌あゆみの園

白石 487 社会福祉法人札幌厚生会　白石福祉園

白石 488 社会福祉法人札幌厚生会　静心寮　

白石 489 川下公園リラックスプラザ　

白石 490 医療法人菊郷会　石橋胃腸病院　

白石 491 医療法人共栄会　札幌トロイカ病院　

白石 492 公益社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協札幌病院　

白石 493 札幌市衛生研究所

白石 494 株式会社白松がモナカ本舗札幌支店

白石 495 アサヒビール株式会社　北海道工場　

白石 496 株式会社明治　札幌工場　

白石 497 札幌市環境局環境事業部　白石清掃工場

白石 498 丸金佐藤水産株式会社

白石 499 横山食品株式会社

白石 500 西山製麺株式会社

白石 501 公益財団法人北海道労働保健管理協会　

白石 502 札幌市水道局給水部白石庁舎

白石 503 社会福祉法人　モニカ　

白石 504 社会医療法人恵佑会札幌病院

白石 505 株式会社ロバパン　

白石 506 札幌団地倉庫事業協同組合　

白石 507 日本貨物鉄道株式会社　札幌貨物ターミナル駅　

白石 508 札幌市立東橋小学校　



白石 509 札幌市立北都小学校

白石 510 札幌市立西白石小学校

白石 511 札幌市立白石小学校

白石 512 創価学会札幌白石平和講堂　　

厚別 513 株式会社ホクレン油機サービス　ホクレン新さっぽろセルフ給油所

厚別 514 北海道エネルギー株式会社　トップロード厚別ＳＳ

厚別 515 株式会社アイックス出光厚別ＳＳ

厚別 516 北海道エネルギー株式会社　チャレンジ新札幌ＳＳ

厚別 517 東日本三愛石油株式会社　オブリステーション厚別西

厚別 518 北海道エネルギー株式会社　厚別通西ＳＳ

厚別 519 茂田石油株式会社　厚別西給油所

厚別 520 株式会社アイックス出光セルフ新札幌ＳＳ

厚別 521 北海道エネルギー株式会社　あつべつ東ＳＳ

厚別 522 北海道エネルギー株式会社　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ厚別南店

厚別 523 北海道エネルギー株式会社　セルフベニータウンＳＳ

厚別 524 エア・ウォーター物流株式会社　食品事業部厚別営業所

厚別 525 三陽興発株式会社　機材センター

厚別 526 大砂燃料

厚別 527 有限会社ドリーム石油

厚別 528 有限会社トミタ

厚別 529 有限会社兼井今井商事

厚別 530 北海道エナジティック㈱厚別営業所

厚別 531 北海道日通プロパン販売㈱厚別営業所

厚別 532 北海道交運事業協同組合

厚別 533 株式会社札幌副都心開発公社

厚別 534 札幌市立信濃小学校

厚別 535 札幌市下水道河川局事業推進部厚別水再生プラザ

厚別 536 医療法人徳洲会　介護老人保健施設コスモス

厚別 537 北海道地域暖房株式会社　厚別エネルギーセンター

厚別 538 札幌市交通局高速電車部運転課東西線乗務係

厚別 539 株式会社ホクノー新札幌ビル

厚別 540 岩田地崎建設株式会社

厚別 541 宗教法人霊波之光札幌支部

厚別 542 株式会社ラルズ　ビッグハウスイースト

厚別 543 医療法人サンプラザ新札幌循環器病院

厚別 544 新さっぽろジェムシティ（北海道いすゞ自動車株式会社）

厚別 545 医療法人潤和会　札幌ひばりが丘病院

厚別 546 医療法人社団豊志会　肛門科なかやま病院

厚別 547 医療法人社団　厚別中央整形外科

厚別 548 特別養護老人ホーム　かりぷ・あつべつ

厚別 549 社会福祉法人札幌報恩会

厚別 550 北星学園大学付属高等学校

厚別 551 医療法人東札幌病院　厚別老人保健施設ディ・グリューネン

厚別 552 社会福祉法人栄和会（特別養護老人ホーム厚別栄和荘）

厚別 553 札幌市環境局清掃事業部　処理場管理事務所　山本処理場

厚別 554 医療法人中山会　新札幌パウロ病院

厚別 555 宗教法人相川神霊教院本院

厚別 556 新札幌乳業株式会社

厚別 557 医療法人記念塔病院

厚別 558 公益社団法人北海道トラック協会（札幌トラックステーション）

厚別 559 株式会社弁釜



厚別 560 株式会社北海道チクレンミート　札幌工場

厚別 561 株式会社川西製餡所　厚別工場

厚別 562 北星学園大学

厚別 563 念法眞教札幌念法寺

厚別 564 札幌市交通局

厚別 565 札幌市交通局高速電車部電気課

厚別 566 札幌市交通局高速電車部指令所

厚別 567 医療法人重仁会　大谷地病院

厚別 568 オーベルジュ・ラ・グラース

厚別 569 創価学会　北海道文化会館

厚別 570 医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院

厚別 571 ジェイ・アール北海道バス㈱厚別クリーンセンター

厚別 572 サンマルコ食品株式会社

厚別 573 株式会社川本（川本ビル）

厚別 574 立正佼成会札幌教会

厚別 575 セキビル

厚別 576 有限会社金重小林

厚別 577 シャトーわたなべ

厚別 578 有限会社有豊（大砂ビル）

厚別 579 札幌市立共栄小学校

厚別 580 ヴァージェ共応

厚別 581 札幌ファニシング㈱

厚別 582 有限会社西村ビル

厚別 583 札幌市交通局高速電車部車両課大谷地検修係

厚別 584 クリオパレス青葉（株式会社　藤景苑）

厚別 585 札幌トヨペット株式会社　クルマックス厚別店

厚別 586 ホテルエミシア札幌

豊平 587 株式会社　アイックス 出光ＡＩＸ’平岸サービスステーション

豊平 588 北海道エネルギー株式会社旭町営業所

豊平 589 株式会社米の有田章弘商店　ガソリンショップＯＫ

豊平 590 カクイ協和産業株式会社

豊平 591 株式会社米の有田章弘商店　北野通給油所

豊平 592 東日本三愛石油株式会社　オブリステーション月寒東

豊平 593 株式会社　アイックス　ＡＩＸ’セルフ　西岡サービスステーション

豊平 594 北海道エネルギー株式会社　西岡営業所

豊平 595 昭和通商株式会社　西岡ＳＳ

豊平 596 株式会社　アイックス ＡＩＸ’出光　こまち西岡サービスステーション

豊平 597 岩田興産株式会社

豊平 598 北日本石油株式会社　札幌支店　西岡サービスステーション

豊平 599 ナラサキ石油株式会社　美園２条営業所

豊平 600 出光リテール販売株式会社　セルフ美園給油所

豊平 601 北海道エネルギー株式会社　　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　美園店

豊平 602 田中石油株式会社

豊平 603 株式会社米の有田章弘商店　羊ヶ丘給油所

豊平 604 北海道エネルギー株式会社　羊ヶ丘ＳＳ

豊平 605 株式会社コニサーオイルガソリンランド羊ヶ丘

豊平 606 地崎商事株式会社　平岸環状サービスステーション 

豊平 607 中和石油株式会社　　ニュー平岸給油所 

豊平 608 片岡石油株式会社

豊平 609 北海道エネルギー株式会社　南平岸ＳＳ

豊平 610 北海道エネルギー株式会社　　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ 豊平店



豊平 611 札幌トヨペット株式会社

豊平 612 日糧製パン株式会社

豊平 613 札幌第一観光バス株式会社

豊平 614 学校法人谷内学園　札幌東自動車学校

豊平 615 札幌カントリー倶楽部　羊ヶ丘カントリークラブ

豊平 616 大和建設運輸株式会社

豊平 617 国立研究開発法人　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

豊平 618 北海道エネルギー株式会社　トップロード平岸ＳＳ 

豊平 619 株式会社米の有田章弘商店

豊平 620 マルニ奥村商事 株式会社

豊平 621 有限会社鈴木商店

豊平 622 株式会社天狗山燃料

豊平 623 株式会社杉山燃料センター

豊平 624 有限会社白鳥商店

豊平 625 北海道エナジティック株式会社　平岸営業所

豊平 626 アークオイルサービス

豊平 627 石油共販株式会社

豊平 628 株式会社環境リサーチ

豊平 629 有限会社マルゼン商事

豊平 630 北海道ミツウロコ株式会社　札幌店

豊平 631 古田商事株式会社

豊平 632 山一燃料金物店

豊平 633 髙松燃料店

豊平 634 有限会社内田燃料金物店

豊平 635 有限会社井上燃料店

豊平 636 小松燃料

豊平 637 有限会社ヤマダ

豊平 638 サンビック株式会社

豊平 639 有限会社こまねん

豊平 640 株式会社久慈商店

豊平 641 有限会社大内商店

豊平 642 北海道エア・ウォーター株式会社　札幌エネルギー営業所　月寒灯油センター

豊平 643 ミライフ北海道株式会社（豊平灯油センター）

豊平 644 株式会社北商コーポレーション　月寒サプライセンター

豊平 645 北海道エナジティック株式会社　月寒営業所

豊平 646 アヅマ石油荷役サービス株式会社　月寒配送センター

豊平 647 株式会社いちたかガスワン　豊平営業所

豊平 648 学校法人北海学園

豊平 649 一般社団法人　札幌斎場

豊平 650 株式会社札幌ドーム

豊平 651 学校法人希望学園　札幌第一高等学校

豊平 652 株式会社不二家 札幌工場

豊平 653 北海道札幌月寒高等学校

豊平 654 一般社団法人さっぽろ健康スポーツ財団　札幌市月寒体育館

豊平 655 札幌市豊平消防署

豊平 656 社会医療法人康和会　札幌しらかば台病院

豊平 657 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団　札幌市豊平区体育館

豊平 658 札幌市水道局配水センター

豊平 659 学校法人札幌大学

豊平 660 学校法人光塩学園　光塩学園女子短期大学　西岡校舎 

豊平 661 道路工業株式会社　札幌営業所



豊平 662 北海道信連事務センター　北海道信連サービス株式会社

豊平 663 創価学会白石平和公堂（豊平文化会館）

豊平 664 国立研究開発法人土木研究所　寒地土木研究所 

豊平 665 ＫＫＲ 札幌医療センター

豊平 666 一般財団法人札幌市水道サービス協会　札幌市水道局平岸庁舎　

豊平 667 株式会社シー・エス・ピー

豊平 668 プレミアホテル－ＴＳＵＢＡＫＩ－札幌

豊平 669 北海道立総合体育センター

豊平 670 豊平公園　緑のセンター

豊平 671 医療法人北志会　札幌ライラック病院

豊平 672 札幌市水道局南部水道センター

豊平 673 国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所北海道支所

豊平 674 トヨタ部品北海道共販株式会社

豊平 675 経成興業株式会社

豊平 676 コートドールプロパティ株式会社

豊平 677 株式会社北星コーポレーション（北星豊平ビル）

豊平 678 鬼頭燃料K‘ｓ OIL SERVICE

清田 679 アイックス　ＡＩＸセルフ北野給油所

清田 680 日商砿油株式会社南インター給油所

清田 681 シナネン株式会社札幌支店　平岡灯油センター

清田 682 株式会社アミノアップ

清田 683 日本キャタピラー合同会社

清田 684 札幌観光バス株式会社

清田 685 金星自動車株式会社

清田 686 日本アイ・エス・ケイ株式会社北海道事業部

清田 687 株式会社シンワ商会

清田 688 北海道中央バス㈱平岡営業所

清田 689 株式会社サクライオイルショップ

清田 690 有限会社真栄燃料店

清田 691 道央興発株式会社　ツキサップゴルフクラブ

清田 692 株式会社ニチエネ　ガソリンボーイ清田給油所

清田 693 株式会社コニサーオイルセルフランド北野

清田 694 北海道エネルギー株式会社　平岡通営業所（太平洋石油販売）

清田 695 北海道医療生活共同組合札幌緑愛病院

清田 696 三和物流サービス株式会社

清田 697 学校法人札幌国際大学

清田 698 医療法人徳洲会　札幌南徳洲会病院

清田 699 札幌豊栄輸送株式会社

清田 700 北海道札幌平岡高等学校

清田 701 社会医療法人札幌清田整形外科病院

清田 702 札幌すぎな園

清田 703 札幌トヨペット㈱里塚店

清田 704 医療法人社団エス・エス・ジェイ札幌整形循環器病院

清田 705 社会医療法人蘭友会札幌里塚病院

清田 706 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社　本社工場

清田 707 株式会社いちたかガスワン　南営業所

清田 708 ナラサキ石油㈱美しが丘営業所

清田 709 紅栄株式会社　札幌芙蓉カントリー倶楽部

清田 710 美しが丘自動車学校

清田 711 北海道エネルギー株式会社　札幌支店里塚店（太平洋石油販売）

清田 712 株式会社常盤興産コンフォート真栄ＳＳ



清田 713 株式会社化合物安全性研究所

清田 714 株式会社東日本宇佐美羊ヶ丘通ニュータウンSS

清田 715 札幌市立清田小学校

清田 716 札幌市立三里塚小学校

清田 717 学校法人北海道朝鮮学園

清田 718 協同組合ニイイチ物流センター

清田 719 北海道エネルギー株式会社　Ｄｒ、Ｄｒｉｖｅ平岡梅林公園ＳＳ（太平洋石油販売）

清田 720 特別養護老人ホーム秀寿園

清田 721 医療法人尚仁会　真栄病院

清田 722 清田区土木センター

清田 723 泰和石油株式会社ジョイア北野店

清田 724 医療法人五風会さっぽろ香雪病院

清田 725 日北自動車工業株式会社

清田 726 株式会社北海道ロードサービス

清田 727 特別養護老人ホーム清幌園

清田 728 伊藤忠エネクス株式会社　平岡灯油供給センター

清田 729 有限会社前河燃料店

清田 730 有限会社フタバ商事

清田 731 札幌市里塚斎場

清田 732 光駿輸送株式会社

清田 733 有限会社福井商事

清田 734 株式会社ASK札幌支店カートピア札幌CS

清田 735 株式会社ENEOSウイング　ルート36札幌TS

清田 736 丸福産業株式会社

清田 737 辻燃料店

清田 738 北日本燃料株式会社

清田 739 丸山株式会社

清田 740 北海道エネルギー株式会社　チャレンジ羊ヶ丘通SS

清田 741 ティーエム開発株式会社

南 742 日鉄鉱業株式会社生産技術部常盤採石所

南 743 岡本興業株式会社

南 744 株式会社じょうてつ自動車事業部藻岩営業所

南 745 ハラダ産業株式会社

南 746 株式会社じょうてつ自動車事業部川沿営業所

南 747 株式会社札幌カントリー倶楽部　滝のカントリークラブ

南 748 札幌アポロ石油株式会社真駒内ＳＳ

南 749 北海道カーオイル株式会社セルフステーションまこまない

南 750 財団法人北海道交通安全協会自動車学園

南 751 前側石油株式会社札幌支店澄川給油所

南 752 株式会社富士産業セルフ石山

南 753 中和石油株株式会社　もなみ営業所（太陽商事株式会社藻南営業所）

南 754 北海道エネルギー株式会社Dr.Drive川沿店

南 755 北海道エネルギー株式会社Dr.Drive藻南SS

南 756 中和石油株式会社　Ｆ．Ｗ．簾舞営業所

南 757 釧路石炭販売株式会社藻岩給油所

南 758 北海道エネルギー株式会社チャレンジ川沿SS

南 759 株式会社富士産業

南 760 コスモ石油販売北海道カンパニー㈱セルフステーション藤野

南 761 株式会社日の丸産業社真駒内サービスステーション

南 762 株式会社札幌タヤスエクスプレス真駒内サービスステーション

南 763 坂東石油株式会社



南 764 北海道エネルギー株式会社藻岩ＳＳ

南 765 株式会社アイックス出光五輪橋通りサービスステーション

南 766 北海道エネルギー株式会社澄川3条SS

南 767 トキワ燃料店

南 768 サッポロ燃協株式会社

南 769 有限会社ミウラ商事

南 770 平馬商事有限会社

南 771 高坂燃料商会

南 772 須藤燃料店

南 773 有限会社石川燃料商事

南 774 有限会社サカイ産業

南 775 有限会社もみじや明商店

南 776 有限会社澄川ホームセンター藤野店

南 777 有限会社エスケー暖房

南 778 有限会社東海商事

南 779 春木商店

南 780 株式会社アポロエナジー南

南 781 有限会社松川燃器

南 782 株式会社小川技研サービス

南 783 有限会社ニッコク商会

南 784 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社　南燃料センター

南 785 シナネン株式会社札幌支店澄川灯油センター

南 786 北海道エナジティック株式会社南営業所

南 787 株式会社りんゆう観光藻岩山事業所

南 788 有限会社エナジースタッフ

南 789 伊藤忠エネクス株式会社真駒内灯油供給センター

南 790 公益財団法人札幌市芸術文化財団

南 791 医療法人仁楡会　仁楡会病院

南 792 医療法人社団林下病院

南 793 札幌新陽高等学校

南 794 京田食品株式会社

南 795 医療法人社団信洋会石山メンタルクリニック

南 796 社会福祉法人聖静学園石山センター

南 797 社会福祉法人北海道ハピニス　

南 798 医療法人大空　札幌南病院

南 799 医療法人愛全会　愛全病院

南 800 医療法人　五輪橋整形外科病院

南 801 札幌市水道局給水部中部配水管理事務所

南 802 一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団　札幌市南区体育館

南 803 株式会社第一寶亭留

南 804 医療法人渓仁会定山渓病院

南 805 株式会社万代　万代札幌藤野店

南 806 児童養護施設札幌育児園

南 807 札幌市南区土木センター

南 808 札幌市北方自然教育園

南 809 医療法人広誠会　北ノ沢病院

南 810 社会福祉法人前田記念福祉会軽費老人ホームＡ型シルバーハウス

南 811 札幌市環境局清掃事業部駒岡清掃工場

南 812 北海道地域暖房株式会社　真駒内エネルギーセンター

南 813 アパホテル＆リゾート＜札幌＞

南 814 株式会社札幌リゾート開発公社札幌国際スキー場



南 815 株式会社ハマノホテルズ　定山渓グランドホテル　瑞苑

南 816 札幌市水道局白川浄水場

南 817 ライオンズマンション真駒内管理組合法人

南 818 札幌市立澄川西小学校

南 819 札幌市立藻岩北小学校

南 820 札幌市立簾舞中学校

南 821 株式会社ミュークリスタル

南 822 北海道札幌啓北商業高等学校

南 823 株式会社ホテル鹿の湯

南 824 野口観光マネジメント株式会社札幌・定山渓温泉章月グランドホテル

南 825 合同会社定山渓ホテルインターナショナル

南 826 札幌市交通局高速電車部車両課真駒内検修係

南 827 札幌市南消防署　定山渓出張所

南 828 北海道カーオイル株式会社　定山渓営業所

南 829 札幌市南消防署

西 830 北海道エネルギー株式会社　三角山営業所

西 831 北日本石油株式会社札幌支店　ワンダーステーション西野給油所

西 832 日商砿油株式会社　西野給油所

西 833 北日本石油株式会社札幌支店　バードタウン西野給油所

西 834 中和石油株式会社　EneJet西町ＳＳ

西 835 株式会社ニチエネ　札樽給油所

西 836 地崎商事株式会社　中央市場営業所

西 837 株式会社アイックス　二十四軒給油所

西 838 北海道エネルギー株式会社発寒南セルフSS

西 839 三宝産業株式会社　スカイロード発寒

西 840 ナラサキ石油株式会社　発寒営業所

西 841 ユアサ燃料株式会社　発寒中央給油所

西 842 河辺石油株式会社　札幌支店新道発寒営業所

西 843 北海道エネルギー株式会社　東発寒SS

西 844 カクイ協和産業株式会社　発寒給油所

西 845 株式会社コニサーオイルガソリンランド発寒

西 846 東日本三愛石油販売株式会社　オブリプラーザ札幌八軒給油所

西 847 株式会社ENEOSウイング　札幌新道TS

西 848 株式会社アイックス　八軒給油所

西 849 大昭石油株式会社　札幌支店

西 850 北海道エネルギー株式会社　新川北給油所

西 851 三真運輸機工株式会社

西 852 BS豊平テック株式会社

西 853 株式会社ヤマカ山加運輸

西 854 札幌定温運輸株式会社

西 855 北海道西濃運輸株式会社

西 856 札樽自動車運輸株式会社　札幌西支店

西 857 地崎商事株式会社　八軒営業所

西 858 中和石油株式会社　二十四軒営業所（太陽商事株式会社　）

西 859 札幌市消防学校

西 860 札幌酒精工業株式会社

西 861 東洋インキ北海道株式会社

西 862 札幌市交通局高速電車西車両基地

西 863 北都電機株式会社　札幌工場

西 864 札幌ボデー工業株式会社

西 865 日本ライナー株式会社　北日本支店



西 866 日本通運株式会社　ロジスティクス部　発寒危険物倉庫

西 867 彫刻グラビヤ札幌株式会社

西 868 株式会社村田塗料店

西 869 丸福塗料株式会社　札幌営業所

西 870 北斗燃料有限会社

西 871 有限会社　ニッコー商会

西 872 ハラダ真弘商事株式会社

西 873 アトム商事株式会社

西 874 有限会社川端商店

西 875 北菱産業埠頭株式会社　燃料部

西 876 有限会社羽田燃料店

西 877 しなねん商事株式会社

西 878 カネ晃渡部燃料有限会社

西 879 株式会社　中央プロパン阿部商会

西 880 オイルサービスＭＫ

西 881 有限会社マル井金物燃料店

西 882 福地機械工業株式会社

西 883 日米礦油株式会社札幌販売支店

西 884 北海道エア・ウォーター株式会社　（発寒灯油センター）

西 885 アヅマ石油荷役サービス株式会社

西 886 有限会社曽我燃料店

西 887 有限会社前河燃料店

西 888 北海道日通プロパン販売株式会社

西 889 マルハ産業株式会社　札幌営業所

西 890 カクイ協和産業株式会社　発寒デリバリーセンター

西 891 株式会社協和機械製作所

西 892 株式会社滝川自工　西工場

西 893 有限会社長寿屋　夏堀商店

西 894 社会福祉法人　札幌緑花会

西 895 株式会社道新総合印刷札幌工場

西 896 株式会社池田歯車製作所

西 897 札幌市環境局環境事業部発寒破砕工場

西 898 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター

西 899 株式会社ほくやく札幌西業務センター

西 900 サラド商事株式会社

西 901 互信自工株式会社

西 902 北興化工機株式会社

西 903 太平石炭株式会社　鉄工団地給油所

西 904 伊藤製缶工業株式会社

西 905 株式会社後藤工事

西 906 株式会社アイアイテー

西 907 ナカ工業株式会社　札幌工場

西 908 カネシメ食品株式会社

西 909 小野寺燃料株式会社

西 910 医療法人耕仁会　札幌太田病院

西 911 北海道医療センター

西 912 札幌西の峰病院

西 913 株式会社クリーンリバー

西 914 札幌市西区土木センター

西 915 山藤三陽印刷株式会社

西 916 札幌市身体障害者福祉センター



西 917 ジェイ・アール北海道バス株式会社琴似クリーンセンター

西 918 札幌トヨペット株式会社　琴似店

西 919 医療法人　札幌第一病院

西 920 軽費老人ホーム札幌市琴寿園

西 921 日糧製パン株式会社　琴似工場

西 922 医療法人聖愛会発寒中央病院

西 923 日本清酒株式会社　寿みそ醸造所

西 924 北海道パーカライジング株式会社

西 925 株式会社パスカル・プリンティング

西 926 イムス札幌消化器　中央総合病院

西 927 丸賞木下洗業株式会社

西 928 札幌白洋舎株式会社

西 929 札幌中央アスコン共同企業体

西 930 札幌市立西野小学校

西 931 北海道エナジティック株式会社　西営業所

西 932 札幌市立二十四軒小学校

西 933 札幌市立西小学校

西 934 JFE条鋼株式会社豊平製造所

西 935 世紀東急工業株式会社　札幌混合所

西 936 日詰工業株式会社　発寒工場

西 937 札幌市立八軒小学校

西 938 ミライフ北海道株式会社

西 939 丸本本間水産株式会社

西 940 手稲リハビリテーションセンター

西 941 医療法人　北祐会　北祐会神経内科病院

西 942 琴似セントラルハイツ管理組合

西 943 京成サンコーポ琴似台管理組合法人

西 944 札幌市環境局環境事業部　発寒清掃工場

西 945 北海道エネルギー株式会社二十四軒ＳＳ

西 946 北海道エネルギー株式会社チャレンジ西野３条ＳＳ

手稲 947 北海道エネルギー株式会社チャレンジ手稲インターSS

手稲 948 中和石油株式会社　西宮の沢営業所(太陽商事株式会社)

手稲 949 北海道エネルギー株式会社チャレンジ下手稲通SS

手稲 950 グリーンエキスプレス株式会社　札幌営業所

手稲 951 前側石油株式会社札幌支店　手稲前田給油所

手稲 952 北海道エネルギー株式会社手稲前田SS

手稲 953 日東石油株式会社　樽川通給油所

手稲 954 北日本石油株式会社　手稲曙給油所

手稲 955 日東石油株式会社　星置給油所

手稲 956 北海道急行運輸株式会社

手稲 957 北海道エネルギー株式会社　手稲星置ＳＳ

手稲 958 北海道エネルギー株式会社　Dｒ.Driveセルフ手稲店

手稲 959 茂田石油株式会社　手稲金山給油所

手稲 960 株式会社恵新自動車学園　手稲自動車学校

手稲 961 安全永楽交通株式会社

手稲 962 ホクレン手稲セルフ給油所

手稲 963 アイックスセルフ新発寒ＳＳ

手稲 964 北海道エネルギー株式会社イオン手稲セルフＳＳ

手稲 965 株式会社丸二　白井商店　

手稲 966 北海道エネライン株式会社手稲営業所

手稲 967 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社札幌西営業所



手稲 968 白潟商事有限会社

手稲 969 株式会社寿運輸

手稲 970 丸彦小野商事株式会社

手稲 971 札幌第一興産株式会社　手稲営業所

手稲 972 有限会社毛利商事

手稲 973 有限会社稲燃

手稲 974 有限会社手稲燃料

手稲 975 有限会社オオタ燃料

手稲 976 加藤石油販売店

手稲 977 株式会社清水商事

手稲 978 ミライフ北海道株式会社　（手稲灯油センター）

手稲 979 伊藤燃料店

手稲 980 有限会社ねつれん油機

手稲 981 株式会社いちたかガスワン　西営業所

手稲 982 合同会社アスク札幌

手稲 983 株式会社アケボノ石油ガス

手稲 984 北海道エナジティック株式会社　手稲営業所

手稲 985 エスケイ商事株式会社

手稲 986 有限会社澤村商店

手稲 987 株式会社大泉組

手稲 988 加森観光株式会社　テイネ事業部

手稲 989 札幌トヨペット株式会社　手稲店

手稲 990 山宗化学株式会社　札幌工場

手稲 991 株式会社北海道物産興社

手稲 992 社会福祉法人緑誠会　ケアハウスホワイトキャッスル

手稲 993 株式会社ロード

手稲 994 ライフコート宮の沢

手稲 995 北海道デンカ生コンクリート株式会社

手稲 996 医療法人札幌グリーン病院

手稲 997 株式会社ラルズ　ラルズストア宮の沢店

手稲 998 医療法人秀友会　札幌秀友会病院

手稲 999 株式会社札幌リゾート開発公社　ていねプール

手稲 1000 大日精化工業株式会社東日本支社　北海道支店

手稲 1001 ディノス札幌手稲

手稲 1002 医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院

手稲 1003 医療法人澤山会　手稲病院

手稲 1004 北海道科学大学

手稲 1005 DICグラフィックス株式会社　北海道支店

手稲 1006 新日本フエザーコア株式会社札幌工場

手稲 1007 札幌市手稲区土木センター

手稲 1008 手稲いなほ外科整形外科

手稲 1009 株式会社北海サンコー

手稲 1010 ジェイ・アール北海道バス株式会社手稲クリーンセンター

手稲 1011 株式会社NICHIJO

手稲 1012 特別養護老人ホーム　手稲ロータス

手稲 1013 医療法人勉仁会　中垣病院

手稲 1014 王子木材緑化㈱鉱業事業部　手稲鉱業所（手稲工産株式会社）

手稲 1015 札幌市下水道河川局事業推進部手稲水再生プラザ

手稲 1016 札幌市山口斎場

手稲 1017 札幌市クリーンセンター

手稲 1018 ライラック興業株式会社手稲事業所（西部スラッジセンター内）



手稲 1019 札幌市環境局清掃事業部処理場管理事務所山口処理場

手稲 1020 医療法人北武会　北都病院

手稲 1021 ライフコート手稲西


