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設置場所 住所 電話

北海道新聞本社受付 札幌市中央区大通西3－6 011-221-2111
北海道新聞函館支社 函館市五稜郭町31-3 0138-32-5101
北海道新聞旭川支社 旭川市4条通10-2189-1 0166-21-2502
北海道新聞釧路支社 釧路市黒金町11-5-1 0154-31-2702
北海道新聞帯広支社 帯広市西4南9-1-4 0155-24-2153
北海道新聞東京支社 東京都港区虎ノ門2-2-5共同通信会館1階 03-3585-3182
道新総合印刷札幌本社工場 北広島市大曲工業団地8－2－1 011-370-3737
道新総合印刷函館工場 北斗市萩野33番69 0138-32-5100
道新総合印刷旭川工場 旭川市工業団地5条3丁目4－5 0166-36-5819
道新総合印刷釧路工場 釧路市鳥取南3丁目8－2 0154-5-1854
道新総合印刷帯広工場 音更町東通20丁目1－8 0155-42-0132
北海道マイホームセンター 札幌会場 札幌市豊平区豊平1条10丁目 011-824-1525
同南会場 札幌市中央区南23条西10丁目 011-513-5001
同森林公園会場 札幌市厚別区厚別東5条8丁目 011-898-5000
同北会場 札幌市北区太平6条1丁目 011-774-5200
同旭川会場 旭川市緑が丘東1条4丁目 0166-66-5544
同函館会場 函館市桔梗町418-20 0138-47-1001
同帯広会場 帯広市西4条南16丁目 0155-26-5600
ザ本屋さん 帯広市東4条南6丁目6 0155-23-5991
ホテル札幌ガーデンパレス 札幌市中央区北1条西6丁目3-1 011-261-5311
ペンション群林風（グリーンウィンド） 利尻富士町鴛泊字栄町 0163-82-1888
もことやま山荘 大空町東藻琴山園685－5 0152-66-3622
洞爺湖温泉観光協会 洞爺湖町洞爺湖温泉142番地 0142-75-2446
ホテルグランドトーヤ 洞爺湖町洞爺湖温泉144 0142-75-2288
洞爺湖畔亭 洞爺湖町洞爺湖温泉7-8 0142-75-2211
洞爺グリーンホテル 洞爺湖町洞爺湖温泉144-3 0142-75-3030
北海ホテル 洞爺湖町洞爺湖温泉１４７ 0142-75-2325
大和旅館 洞爺湖町洞爺湖温泉105 0142-75-2415

北海道新聞販売所名 店舗住所 電 話
中央東 札幌市中央区北１条東７丁目１０－５５ 011-251-2654
中央北 札幌市中央区北４条西１１丁目１ 011-221-2642
中央南 札幌市中央区南４条西９丁目１００７－１３ 011-520-1600
北円山 札幌市中央区北３条西２２丁目１－１４ 011-631-3207
札・宮の森 札幌市中央区宮の森３条１０丁目３－１３ 011-611-3319
琴似 札幌市西区２４軒４条３丁目３－５ 011-631-3804
八軒 札幌市西区八軒５条西１丁目１－４ 011-611-5701
南円山 札幌市中央区南５条西２０丁目１－７ 011-561-1506
幌西 札幌市中央区南１１条西２０丁目４－１ 011-561-3715
西円山 札幌市中央区南７条西２５丁目３－１６ 011-563-9003
曙 札幌市中央区南１１条西９丁目３－２７ 011-511-6705
西山鼻 札幌市中央区南１８条西１２丁目４－２８ 011-561-1028
東山鼻 札幌市中央区南１８条西８丁目２－２ 011-511-3913
藻岩 札幌市南区南３２条西１０丁目２－５ 011-581-2234
豊平中央 札幌市豊平区豊平６条３丁目２－３０ 011-811-2839
美園 札幌市豊平区美園３条３丁目１－２３ 011-831-2019
南郷 札幌市豊平区月寒東３条５丁目２－１０ 011-851-0902
月寒 札幌市豊平区月寒西４条１０丁目２－１４ 011-851-2368
木の花 札幌市豊平区平岸４条４丁目４－１ 011-812-3303
中の島 札幌市豊平区中の島１条９丁目４－１１ 011-811-4361
平岸高台 札幌市豊平区平岸６条１３丁目７－１８ 011-821-8348
西岡 札幌市豊平区西岡３条９丁目５－３ 011-851-7464
福住 札幌市豊平区福住１条５丁目８－２２ 011-852-4138
川沿北 札幌市南区川沿６条３丁目２－５ 011-571-3717
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藻南 札幌市南区川沿８条２丁目１－１１ 011-571-6754
澄川 札幌市南区澄川４条４丁目１－５ 011-831-9191
真駒内 札幌市南区真駒内泉町２丁目２－３１ 011-581-2488
南澄川 札幌市南区澄川５条１１丁目１－４ 011-584-1911
石山 札幌市南区石山２条６丁目７－８８ 011-591-8570
藤野 札幌市南区藤野３条７丁目１２番１８号 011-591-8538
菊水 札幌市白石区菊水５条２丁目２－１１ 011-823-6141
菊水元町 札幌市白石区菊水元町７条１丁目１４－１４ 011-874-2695
東札幌 札幌市白石区東札幌６条５丁目１－３８ 011-831-8069
白石 札幌市白石区平和通６丁目北２－３ 011-861-1924
北白石 札幌市白石区北郷２条２丁目３－１１ 011-874-5439
北郷 札幌市白石区北郷２条６丁目６－１０ 011-871-7891
厚別 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目１４－１１ 011-891-2935
東白石 札幌市白石区本通１１丁目南２－６ 011-861-2030
月寒東 札幌市豊平区月寒東４条１５丁目３－１１ 011-854-4020
北野 札幌市清田区北野７条２丁目８－３２ 011-881-7660
清田 札幌市清田区清田６条３丁目７－２５ 011-883-1139
真栄 札幌市清田区真栄４条５丁目１－２４ 011-882-4166
平岡 札幌市清田区平岡６条２丁目３－１５ 011-881-5006
上野幌 札幌市厚別区上野幌３条３丁目１６－１４ 011-895-1231
青葉中央 札幌市厚別区青葉町６丁目１－３３ 011-891-8189
もみじ台 札幌市厚別区もみじ台北５丁目１－３ 011-897-2508
北野通 札幌市豊平区月寒東３条１９丁目１３－１２ 011-857-6881
西野南 札幌市西区福井６丁目７－１ 011-665-3104
西野 札幌市西区西野３条６丁目９－１ 011-661-0974
発寒 札幌市西区発寒５条４丁目１－４５ 011-661-2694
宮の沢 札幌市西区発寒9条14丁目５１６－１６０ 011-662-6833
新発寒 札幌市手稲区新発寒４条４丁目４－１２ 011-685-6101
西野北 札幌市西区西野２条５丁目４－１０ 011-668-5222
Ｃ手稲前田 札幌市手稲区前田８条１０丁目５－１８ 011-683-4933
手稲富丘 札幌市手稲区富丘２条５丁目１－１ 011-682-5451
手稲中央 札幌市手稲区曙５条２丁目７－６３ 011-683-2356
手稲稲穂 札幌市手稲区稲穂３条２丁目１－４６ 011-683-1615
手稲星置 札幌市手稲区星置２条８丁目１－３３ 011-688-1773
新川 札幌市北区新川２条３丁目１－１３ 011-761-5436
麻生 札幌市北区北３２条西５丁目３－２０ 011-716-1435
新琴似北部 札幌市北区新琴似９条６丁目１－１２ 011-761-8314
新琴似西部 札幌市北区新琴似５条１４丁目９－１４ 011-761-3956
屯田 札幌市北区屯田５条９丁目１－１３ 011-771-7113
花川北 石狩市花川北２条２丁目２０１－６ 0133-74-5231
花川南 石狩市花川南５条１丁目２４－３ 0133-73-1714
伏古 札幌市東区伏古５条５丁目２－２ 011-781-8153
苗穂 札幌市東区本町２条６丁目１－１ 011-781-8363
札苗 札幌市東区東苗穂７条３丁目４－６ 011-781-2605
北大前 札幌市北区北１９条西７丁目１－１ 011-757-6016
光星 札幌市東区北１６条東１４丁目２－１８ 011-741-5920
鉄西 札幌市東区北１１条東３丁目２番１０号 011-711-7090
幌北 札幌市北区北２６条西７丁目１－１０ 011-726-1576
北栄 札幌市東区北２８条東９丁目１－１７ 011-721-4023
明園 札幌市東区北２１条東１２丁目１－８ 011-751-0831
栄町中央 札幌市東区北４４条東３丁目１－１３ 011-731-2620
栄町東 札幌市東区北４５条東１７丁目１－１ 011-782-3939
丘珠 札幌市東区北３６条東２９丁目９－３ 011-780-2500
太平 札幌市北区太平６条５丁目１－３５ 011-771-5141
篠路 札幌市北区篠路３条７丁目３－１９ 011-771-2229
新道 札幌市東区北３１条東１２丁目１－５ 011-731-0255
あいの里 札幌市北区あいの里２条２丁目７－１７ 011-778-8100



西の里 北広島市西の里東４丁目５－９ 011-375-2701
広島 北広島市朝日町６丁目１－８ 011-373-5925
北広島 北広島市白樺町１丁目８－１０ 011-373-2387
大曲 北広島市大曲幸町１丁目１－１２ 011-376-2607
島松 恵庭市島松本町１丁目１２－５ 0123-36-8153
恵庭西部 恵庭市美咲野２丁目３－７ 0123-33-1855
恵庭東部 恵庭市住吉町２丁目１－１ 0123-32-5313
千歳西部 千歳市信濃１丁目３－１５ 0123-23-2795
千歳東部 千歳市春日町１丁目３－７ 0123-23-2796
千歳高台 千歳市高台４丁目２－１２ 0123-23-5701
江別中央 江別市向ヶ丘５５－６ 011-382-7887
大麻 江別市大麻ひかり町３７－１６ 011-386-0222
野幌 江別市野幌代々木町６６ 011-383-7155
野幌南部 江別市緑ケ丘９－１ 011-385-3366
江別西部 江別市いずみ野２２－９ 011-382-7411
江別東部 江別市５条７丁目５－３ 011-391-0533
花川東 石狩市花川北６条２丁目１２０ 0133-74-3951
石狩 石狩市親船東３条１丁目１７７ 0133-62-4451
当別 当別町北栄町３７－１０ 0133-23-4192
太美 当別町太美１５０２ 0133-26-2191
幌向 岩見沢市幌向南２条３丁目３１０－４５ 0126-26-4111
岩見沢中部 岩見沢市５条西１６丁目５－６ 0126-22-0331
岩見沢東部 岩見沢市５条東７丁目 0126-22-0444
岩見沢西部 岩見沢市美園４条４丁目１－１０ 0126-22-1968
三笠 三笠市多賀町１８ 01267-2-3069
栗沢 岩見沢市栗沢町本町６９ 0126-45-3504
南幌 南幌町元町４丁目１－１ 011-378-2755
長沼 長沼町東町北１丁目１－１ 0123-88-2332
栗山 栗山町中央２丁目２８８－２ 0123-72-5516
清水沢 夕張市清水沢２丁目１７４ 0123-59-7283
鹿の谷 夕張市鹿の谷１丁目７９ 0123-52-3415
北村 岩見沢市北村中央４２３１－１２ 0126-55-3279
美唄西 美唄市西１条南４丁目３－１ 0126-63-4575
美唄東 美唄市東６条南１丁目２－１ 0126-63-4726
奈井江 奈井江町本町６区 0125-65-2670
砂川南部 砂川市西１条南１１丁目１－１６ 0125-52-2770
砂川北部 砂川市西１条北５丁目１－１ 0125-52-2798
滝川中央 滝川市栄町１丁目４－６ 0125-24-2008
滝川北 滝川市朝日町西１丁目１－３６ 0125-23-2759
江部乙 滝川市江部乙町西１１丁目４ 0125-75-5203
上砂川 上砂川町中央南２条２丁目１－１ 0125-62-2615
歌志内 歌志内市本町１０２７ 0125-42-2366
赤平 赤平市東大町１丁目１８ 0125-32-3620
芦別 芦別市北１条東１丁目１０ 0124-22-2050
上芦別 芦別市上芦別町５１７ 0124-24-6025
新十津川 新十津川町中央７３－９ 0125-76-2835
銭函 小樽市銭函２丁目１－３ 0134-62-4916
新光 小樽市新光４丁目１－１６ 0134-51-2121
桜 小樽市桜１丁目１４－８ 0134-54-7279
南小樽 小樽市若竹町１－９ 0134-22-0591
奥沢 小樽市奥沢１丁目１８－１３ 0134-22-8267
松ヶ枝 小樽市松ケ枝１丁目８－２ 0134-32-0588
緑 小樽市緑１丁目２０－１ 0134-22-8213
錦町 小樽市錦町１８－６ 0134-22-1818
長橋 小樽市長橋３丁目５－３ 0134-25-6733
塩谷 小樽市塩谷２丁目１９－８ 0134-28-2112
余市東 余市町大川町４丁目９２ 0135-22-3990



余市西 余市町沢町２丁目４６ 0135-22-3800
岩内東 岩内町東山９８－３ 0135-62-0931
岩内西 岩内町字清住５２－２ 0135-62-3151
倶知安 倶知安町南１西３ 0136-22-0077
ニセコ ニセコ町本通１４１ 0136-44-2455
蘭越 蘭越町蘭越１５２ 0136-57-5505
京極 京極町字三崎９１－４３ 0136-42-3203
喜茂別 喜茂別町喜茂別２９７－２ 0136-33-2952
小橋内 室蘭市築地町１２４－２ 0143-22-6813
母恋 室蘭市母恋北町１丁目１５－６ 0143-22-2580
東町 室蘭市寿町２丁目１７－１４ 0143-44-3403
中島 室蘭市中島町２丁目２７－１２ 0143-44-6918
知利別 室蘭市天神町１２－４ 0143-44-3451
本輪西 室蘭市港北町２丁目６－４ 0143-55-8588
白鳥台 室蘭市白鳥台２丁目４２－１ 0143-59-6873
高砂 室蘭市高砂町１丁目４２－３ 0143-41-7100
鷲別 登別市鷲別町３丁目１８－４ 0143-86-7309
幌別 登別市中央町６丁目３－９ 0143-88-1022
登別 登別市登別東町３丁目３－３ 0143-80-1661
伊達 伊達市西浜町１０ 0142-23-3326
虻田 洞爺湖町本町１７７ 0142-76-2477
美園（苫） 苫小牧市美園町２丁目１３－１ 0144-34-5335
春日 苫小牧市春日町３丁目１５－２０ 0144-32-3698
大成 苫小牧市大成町２丁目４－２１ 0144-74-1042
啓北 苫小牧市啓北町２丁目６－４ 0144-73-7710
柏木 苫小牧市柏木町１丁目１０－１１ 0144-73-1781
のぞみ 苫小牧市のぞみ町３丁目１９－１４ 0144-67-2372
沼ノ端 苫小牧市北栄町３丁目２１－３２ 0144-55-5683
白老 白老町東町２丁目３－６ 0144-82-3846
萩野 白老町萩野１６ 0144-83-2697
追分 安平町追分青葉２丁目１２８ 0145-25-2569
早来 安平町早来栄町２５－１ 0145-22-4688
鵡川 勇払郡むかわ町福住２丁目６３ 0145-42-2457
穂別 むかわ町穂別１２－４ 0145-45-2269
平取 平取町本町６０－４ 01457-2-2401
富川 日高町富川南１丁目２－４１ 01456-2-0006
厚賀 日高町厚賀８７ 01456-5-2556
静内 日高郡新ひだか町静内山手町３丁目１０－８ 0146-42-2381
三石 新ひだか町三石本町１３３ 0146-33-2426
浦河 浦河町大通２丁目 0146-22-2562
様似 様似町本町１丁目９２ 0146-36-2002
えりも えりも町本町９３ 01466-2-2003
大町 函館市大町２－１２ 0138-22-1682
末広 函館市末広町２－１０ 0138-22-2463
大手 函館市大手町１５－１７ 0138-26-7130
新川 函館市新川町３４－６ 0138-26-7121
亀田 函館市亀田町２０－１５ 0138-42-1016
千代台 函館市千代台町１５－２３ 0138-53-1111
時任 函館市時任町２－４ 0138-51-3242
松陰 函館市松陰町１２－１５ 0138-51-3344
本町 函館市本町２２－３ 0138-51-3051
湯の川 函館市湯川町２丁目２０－２０ 0138-59-1119
日吉 函館市日吉町３丁目２１－２ 0138-51-8202
上野 函館市上野町３４－２７ 0138-57-7834
富岡 函館市富岡町１丁目５０－６ 0138-41-9554
深堀 函館市深堀町５－２ 0138-51-1568
東富岡 函館市富岡町３丁目６－１ 0138-41-3448



神山 函館市神山2丁目９－３ 0138-51-0353
本通 函館市本通２丁目５１－５ 0138-55-4440
北美原 函館市美原３丁目５５－３３ 0138-46-4203
旭岡 函館市西旭岡町二丁目５１番地５ 0138-50-3185
銭亀 函館市銭亀町２１０－２０８ 0138-58-3107
桔梗 函館市桔梗３丁目４１－１ 0138-47-1135
七飯 七飯町本町３丁目１８番３号 0138-65-2055
大野 北斗市本郷４４－２ 0138-77-8687
上磯 北斗市飯生町１丁目１２－１ 0138-73-2228
木古内 木古内町本町５５７－６ 01392-2-4762
知内 知内町重内６６－７４４ 01392-6-2880
福島 松前郡福島町福島１４５－１ 0139-47-2066
松前 松前町福山１８１－４ 0139-42-3300
尻岸内 函館市豊浦町８８ 0138-84-2005
鹿部 鹿部町鹿部１００番地１２ 01372-7-5571
臼尻 函館市臼尻町２３２－４ 0138-25-3938
森 森町御幸町２４－５ 01374-2-2121
八雲 八雲町本町１４７ 0137-62-2063
長万部 長万部町本町１２８ 01377-2-2436
上ノ国 上ノ国町北村２１５ 0139-55-1535
江差 江差町字茂尻３１０－２ 0139-52-5136
乙部 乙部町緑町２７０ 0139-62-2820
今金 今金町字今金１９１ 0137-82-0001
北桧山 せたな町北桧山区北桧山３４７－３ 0137-84-5118
中央 旭川市２条１３丁目右１号 0166-23-7316
中央西 旭川市３条３丁目右１号 0166-22-2527
旭町 旭川市旭町１条１丁目 0166-51-2794
大成 旭川市９条１２丁目左８号 0166-23-8867
新旭川 旭川市東８条３丁目１－１９ 0166-23-6982
東部 旭川市１条２１丁目右３号 0166-31-8329
末広東 旭川市末広１条５丁目１－６ 0166-51-3843
神楽 旭川市神楽３条３丁目２－６ 0166-61-7745
近文 旭川市緑町２０丁目 0166-51-2325
住吉 旭川市住吉５条２丁目５－１２ 0166-51-3746
東旭川 旭川市東旭川北１条５丁目９－８ 0166-36-1521
永山 旭川市永山６条１２丁目４－８ 0166-48-2587
末広西 旭川市末広５条６丁目１－１ 0166-54-4745
Ｃ永山南 旭川市永山５条４丁目５－８ 0166-48-1771
東光東 旭川市東光７条８丁目２－１ 0166-35-3746
緑が丘 旭川市緑が丘５条３丁目１－９ 0166-65-0668
神楽岡 旭川市神楽岡１０条５丁目１－３２ 0166-65-3716
緑が丘東 旭川市緑が丘東５条２丁目３－１ 0166-65-8088
東鷹栖 旭川市東鷹栖２条４丁目 0166-57-2327
鷹栖 鷹栖町１４線１０号 0166-87-2571
東川 東川町西町２丁目２－１７ 0166-82-2622
東神楽 東神楽町南１条西１丁目２－３８ 0166-83-2693
比布 比布町中町２丁目２－８ 0166-85-2011
当麻 当麻町４条南３丁目８－１５ 0166-84-2625
上川 上川町南町９１ 01658-2-1527
美瑛 美瑛町本町１丁目 0166-92-3456
上富良野 上富良野町宮町１－２－２５ 0167-45-2032
中富良野 中富良野町南町6-8 0167-44-2426
富良野 富良野市本町１２－２ 0167-22-2015
納内 深川市納内町２丁目２番２０号 0164-24-2453
深川 深川市４条７番３２号 0164-22-3330
妹背牛 妹背牛町３７６－４ 0164-32-2128
秩父別 秩父別町１３０８ 0164-33-2808



沼田 沼田町本通３丁目３番１３号 0164-35-2618
留萌西部 留萌市沖見町３丁目１８３－１ 0164-42-0322
留萌東 留萌市花園町３丁目２番３号 0164-42-5518
羽幌 羽幌町南５条４丁目 0164-62-1472
和寒 和寒町西町２０３ 0165-32-2362
剣淵 剣淵町仲町2番3号 0165-34-2407
士別北 士別市大通北１丁目 0165-23-2234
士別南 士別市大通東１１丁目 0165-23-0677
朝日 士別市朝日町中央４０２３ 0165-28-2895
風連 名寄市風連町仲町９２ 01655-3-2146
名寄南 名寄市大通南９丁目 01654-2-2253
名寄北 名寄市西４条北２丁目 01654-2-3561
美深 美深町大通北３丁目 01656-2-1103
浜頓別 浜頓別町北２－４ 01634-2-2362
枝幸 枝幸町幸町１８８－１ 0163-62-1338
稚内東 稚内市潮見３丁目４－１３ 0162-33-2558
稚内北 稚内市中央１丁目４－３ 0162-23-3292
豊富 豊富町西１条６丁目 0162-82-2983
天塩 天塩町新開通６丁目２３４３ 01632-2-1116
遠別 遠別町字本町４丁目９１ 01632-7-3737
留辺蘂 北見市留辺蘂町上町９ 0157-42-4345
北見東 北見市北１条東４丁目 0157-23-2996
北見中央 北見市山下町４丁目７ 0157-23-3466
北見西 北見市中央三輪2-297-11 0157-36-9837
北見南 北見市北央町１１０－８ 0157-24-5484
訓子府 訓子府町大町 0157-47-2188
端野 北見市端野町３区４８０－２ 0157-56-2465
興部 興部町栄町 0158-82-2788
雄武 雄武町字雄武２５５ 0158-84-3609
紋別北 紋別市本町１丁目 0158-24-2836
紋別南 紋別市南が丘町１丁目５－２０ 0158-24-2806
中湧別 上湧別町字中湧別５９７－１ 01586-2-2056
遠軽 遠軽町大通南１丁目５－７ 0158-42-3016
佐呂間 佐呂間町宮前町１４２ 01587-2-3822
常呂 北見市常呂町常呂４６４ 0152-54-2553
美幌 美幌町仲町１丁目４４－１３ 0152-73-2727
津別 津別町東３条４１ 0152-76-2217
女満別 大空町女満別西１条４丁目２番２号 0152-75-6223
網走西部 網走市新町１丁目２ 0152-43-2226
網走東部 網走市潮見２丁目７－１５ 0152-44-6823
斜里 斜里町本町４０－１２ 0152-23-2318
清里 清里町水元町１９ 0152-25-2190
釧路駅前 釧路市黒金町１４丁目９－２ 0154-24-1570
南大通 釧路市南大通３丁目２－１４ 0154-41-5860
鳥取 釧路市鳥取大通８丁目１－５ 0154-51-2773
大楽毛 釧路市大楽毛４丁目４－１ 0154-57-8228
望洋 釧路市春採４丁目１１－１６ 0154-41-1278
庶路 白糠町庶路甲区６－２ 01547-5-2408
白糠 白糠町東１条北３丁目３－１２ 01547-9-3130
音別 釧路市音別町本町１丁目８０ 01547-6-2166
阿寒 釧路市阿寒町新町2-4-13 0154-66-3451
標茶 標茶町富士２丁目２ 015-485-2061
弟子屈 弟子屈町朝日１丁目５－２ 015-482-2283
厚岸 厚岸町松葉町３－３ 0153-52-2252
霧多布 浜中町霧多布西２条２丁目５８ 0153-62-2046
根室東部 根室市光洋町１丁目１７－２３ 0153-23-3776
根室西部 根室市松本町３丁目１ 0153-23-2438



別海 別海町別海旭町１６８ 0153-75-3636
中標津 中標津町西１条南１丁目 0153-72-4080
標津 標津町北２条西１丁目１－１ 0153-82-3123
羅臼 羅臼町富士見町３２－７ 0153-87-2515
帯広南東 帯広市西３条南３３丁目１３ 0155-48-1500
帯広販売Ｃ 帯広市西２０条南４丁目３９－１６ 0155-33-4894
帯広南部 帯広市南町南８線６７－４ 0155-48-3007
帯広北部 帯広市西１６条北１丁目８ 0155-34-7546
札内 幕別町札内中央町５２３－２１ 0155-56-5665
音更 音更町新通１２丁目４－１ 0155-42-1888
幕別 幕別町錦町１４－２ 0155-54-2722
浦幌 浦幌町字本町９－１ 015-576-2619
池田 池田町字東２条７‐１８ 015-579-2855
本別 本別町北２丁目３－３ 0156-22-4434
足寄 足寄町南４条１丁目 0156-25-3511
陸別 陸別町大通 0156-27-2004
芽室 芽室町西１条６丁目２ 0155-62-2251
清水 清水町南３条４丁目１０ 0156-62-2059
新得 新得町４条南２丁目２７ 0156-64-5921
鹿追 鹿追町新町３丁目２ 0156-66-2018
大樹 大樹町西本通３０－１ 01558-6-4946
広尾 広尾町本通７丁目６ 01558-2-3063
士幌 士幌町仲通２３ 01564-5-2137
上士幌 上士幌町字上士幌東３線２３５－９ 01564-2-5508


