令和３年度（2021年度）「北海道あったまろうキャンペーン」参加事業所（団体）一覧
道内の ３,７４０ のオフィス・店舗のみなさまが参加しています！（令和３年１２月２７日現在）

事業所（団体）の名称

所在地

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

札幌市北区北7条西5丁目5-3

あおみ建設株式会社 北海道支店

札幌市北区北8条西4丁目1-1 パストラルビルN8

株式会社 淺沼組 北海道支店

札幌市豊平区豊平3条1丁目1番5

旭川市役所

旭川市6条通9丁目46番地

有限会社

旭川市江丹別町嵐山250-3

旭川ニッコータイヤ

厚岸町役場

厚岸郡厚岸町真栄3丁目

＠ほ～むパソコンじゅく

江別市野幌町50-23

有限会社 アフター

上川郡下川町西町76番地3

荒井建設 株式会社

旭川市4条西2丁目2-2

株式会社 安藤・間 札幌支店

札幌市中央区南1条西8丁目1-1

安藤ハザマ興業 株式会社 札幌支店

札幌市中央区南1条西8丁目1-1

イオン北海道 株式会社

★道内 1事業所、32店舗
(本社:札幌市白石区本通21丁目南1-10)

石上車両 株式会社

札幌市清田区美しが丘1条4丁目1-12

株式会社 石橋建設

足寄郡陸別町字陸別基線312番地

株式会社 イトーヨーカ堂

★道内 11事業所
(本社:東京都千代田区二番町8番地8)

岩田地崎建設 株式会社

札幌市中央区北2条東17丁目2番地

置戸町

常呂郡置戸町字置戸181番地

株式会社 ＡＩＲＤＯ

札幌市中央区北1条西2丁目9 オーク札幌ビル8F

恵庭市役所

恵庭市京町１番地

恵庭建設 株式会社

恵庭市泉町26番地

株式会社 ＮＴＴデータ北海道

札幌市中央区北2条西4丁目1番地 北海道ビルヂング4F

株式会社 ＮＴＴドコモ 北海道支社

札幌市中央区北1条西14丁目6

遠軽町役場

遠軽町1条通北3丁目1番地1

株式会社 大島塗装店

札幌市西区発寒3条2丁目4番18号

大野土建 株式会社 士別本店

士別市大通西1丁目5番地

大野土建 株式会社 名寄本社

名寄市西1条南8丁目

株式会社 小野寺組

釧路市阿寒町富士見3丁目9番12号

鹿島建設 株式会社 北海道支店

札幌市中央区北2条西4丁目1-3 札幌三井JPビルディング

株式会社 川村組

上士幌町字上士幌東2線234番地

環境開発工業 株式会社

北広島市北の里41-27

北ひびき農業組合

士別市西1条8丁目701番地1

株式会社 栗林商会 苫小牧支社

苫小牧市元中野町2丁目13番16号

株式会社 宏栄建設

檜山郡江差町字中歌町196番地5

合同酒精 株式会社
①旭川工場
②苫小牧工場

★道内 2工場
(本社:東京都中央区銀座6-2-10)

株式会社 近藤組

上川郡和寒町字三笠99番地

札幌トヨタ自動車株式会社

札幌市中央区北１条西7丁目3番地8

サッポロビール株式会社 北海道本部
①道央支社（札幌市）
②道南支社（函館市）
③道東支社（釧路市）
④札幌支社（札幌市）
⑤北海道工場（恵庭市）

★道内 5事業所等
(本社:東京都渋谷区恵比寿4-20-1)

株式会社 札幌丸井三越
①丸井今井札幌本店
②札幌三越

★札幌市内 2店舗
(本社:札幌市中央区南1条西2丁目11番地)

株式会社 三栄工業

小樽市色内3丁目12番1号

三協建設 株式会社

留萌市末広町3丁目1番1号

三共舗道 株式会社

札幌市東区北18条東1丁目3-3

サンフロア工業 株式会社

岩見沢市大和町3条4丁目10-1

三和サービス 株式会社

札幌市西区発寒12条12丁目1番5号

清水建設 株式会社 北海道支店

札幌市中央区北1条西2丁目1番地

株式会社 北翔

江別市江別太305-15

株式会社 ズコーシャ

帯広市西18条北1丁目17番地
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事業所（団体）の名称

所在地

砂川市宮川町老人クラブ共愛会

砂川市西4条南13丁目

株式会社 住まいのウチイケ

室蘭市八丁平5丁目44-5

生活協同組合コープさっぽろ
①本部
★
１ヶ所
②地区本部
★
７ヶ所
③店舗
★１０９ヶ所
④宅配センター
★ ３０ヶ所

★道内 147店舗等
(本部:札幌市西区発寒11条5丁目10-1)

株式会社セイショウ
①本社（札幌市）
②営業所

★道内 7事業所
(本社:札幌市豊平区美園4条1丁目4番17号)

★１ヶ所
★６ヶ所

株式会社 大京 北海道支店

札幌市中央区北１条西３丁目３

札幌プラザビル

株式会社 大京グループ 北海道エリア

札幌市中央区北１条西３丁目３

札幌プラザビル

大成建設 株式会社 札幌支店

札幌市中央区南1条西1丁目4番地

大北土建工業 株式会社

富良野市本町8番1号

株式会社 高組

旭川市3条通19丁目右10号

滝川市役所

滝川市大町1-2-15

株式会社 竹中工務店 北海道支店

札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル8階

株式会社 田中組

札幌市中央区北6条西17丁目17番地の5

株式会社 谷組

上川郡下川町西町88番地2

株式会社 玉川組

恵庭市相生町231番地

玉田産業株式会社

岩見沢市4条西15丁目3番地

千歳市役所

千歳市東雲町2丁目34番地

東洋建設 株式会社 北海道支店

札幌市中央区南11条西11丁目2番1号 札幌山鼻MKD2ビル

株式会社 ドーコン

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号

戸田建設 株式会社

札幌市中央区北3条東2丁目2

飛島建設 株式会社 札幌支店

札幌市中央区北1条東1丁目6番地5 札幌イーストスクエア2階

株式会社 苫小牧清掃社
①本社
②リサイクルセンター

★道内 2事業所
(本社:苫小牧市字糸井402-14)

株式会社 永井組

伊達市山下町178

なかむら整形外科クリニック

伊達市梅本町35-43

株式会社 中山組

札幌市東区北19条東1丁目1番1号

株式会社 成田工業

石狩郡新篠津村第46線北11番地

西興部村

紋別郡西興部村字西興部100番地

株式会社 日興ジオテック

旭川市神居2条18丁目2番12号

日成建設 株式会社

芦別市南2条東1丁目2番地

日本ハム 株式会社 中央研究所 札幌サテライト

札幌市北区北21条西12丁目 コラボほっかいどう3F

日本高圧コンクリート 株式会社

札幌市中央区南2条西3丁目8番地

日本テクノ株式会社 東日本営業部北海道支店札幌営業所

札幌市中央区北5条西2丁目5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ20F

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会

【参加会社（道内店舗数）】
（１）外食チェーン
➀（株）壱番屋★２４店舗
②（株）ストロベリーコーンズ★５店舗
③（株）ダスキン★５３店舗
④タリーズコーヒージャパン（株）★２２店舗
⑤（株）つぼ八★９０店舗
⑥（株）ドトールコーヒー★２７店舗
⑦日本マクドナルド（株）★８９店舗
⑧（株）モスフードサービス★４９店舗
⑨（株）吉野家ホールディングス★２９店舗
（２）コンビニエンスストア（ＣＶＳ）
①（株）セイコーマート★１，０８０店舗
②（株）セブン-イレブン・ジャパン ★１，００３店舗
③（株）ファミリーマート★２４１店舗
④（株）ローソン★６８１店舗

★道内 3,393店舗
(協会事務所:東京都港区虎ﾉ門3-6-2 第2秋山ビル1F)

日本理化学工業 株式会社 美唄工場

美唄市東明2条3丁目2-10

株式会社 ネクサス

帯広市西6条南6丁目4番地

根室市役所

根室市常盤町2-27

函館環境衛生 株式会社

函館市金堀町5-23

株式会社 函館なとり

北斗市清水川142-12

橋場産業 株式会社

苫前郡苫前町字古丹別201番地

花本建設 株式会社

旭川市7条通15丁目右6号

浜中町

厚岸郡浜中町霧多布東4条1丁目35番地1

菱中建設 株式会社

札幌市中央区北3条西3丁目1番6号

廣木建設株式会社

標津郡中標津町西7条北1丁目1番地

株式会社 フクタ

浦幌町帯富154-38
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事業所（団体）の名称

所在地

不二建設 株式会社

札幌市東区北18条東1丁目3-3

北央道路工業 株式会社

札幌市東区北8条東1丁目1番35号

北泉開発 株式会社

釧路市阿寒町中阿寒18線38番地1

株式会社 北雄産業

札幌市豊平区豊平4条9丁目2-18 北雄ビル

株式会社 北海道エコシス

帯広市西24条北4丁目5番地の4

公益社団法人 北海道交通安全推進委員会

札幌市中央区北5条西6丁目1-23 第二道通ビル6F

北海道コカ・コーラボトリング 株式会社
① 本社
★ １ヶ所
② 工場
★ １ヶ所
③ 営業拠点 ★２０ヶ所

★道内 22事業所
（本社:札幌市清田区清田1条1丁目2番1号）

北海道ジェイアール物流 株式会社

札幌市白石区流通ｾﾝﾀｰ5丁目5-18

株式会社 北海道新聞社
本社 １ヶ所、 支社

★道内 9事業所
（本社:札幌市中央区大通西3丁目6）

８ヶ所

一般社団法人 北海道体験観光推進協議会

札幌市中央区南3条西6丁目 セザール札幌301号

株式会社 北海道熱供給公社

札幌市東区北7条東2丁目1番10号

一般社団法人 北海道ハイヤー協会

札幌市中央区南8条西15丁目4-1

北海道文化放送 株式会社

札幌市中央区北1条西14丁目

丸彦渡辺建設株式会社 苫小牧支店

苫小牧市若草町5丁目5番1号

ミツミ電機株式会社 千歳事業所

千歳市泉沢1007-39

南富良野町役場

空知郡南富良野町字幾寅

室蘭ガス 株式会社

室蘭市日の出町2丁目44番1号

メイホク食品 株式会社

北斗市清水川220-1

株式会社 メディソフト

札幌市中央区北3条西14丁目1番地5

株式会社 山伏パコム

富良野市本町8番1号

山本建設 株式会社

稚内市港5丁目7番44号

山本電工 株式会社

紋別市渚滑町元新4丁目182-1

山根土建 株式会社

白糠町東2条南2丁目3番地18

雪印メグミルク 株式会社

札幌市東区苗穂町6-1-1

雪印メグミルク 株式会社 札幌工場

札幌市東区苗穂町6-1-1

雪印メグミルク

札幌市東区苗穂町6-1-1

株式会社

北海道総括支店

吉井建設 株式会社

大空町女満別東陽3-3-8

礼文町立香深中学校

礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ914

ＬＯＧＩＣ

札幌市西区二十四軒4条5丁目5-14-201
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