佐竹建設㈱︵岩内︶⁝⁝⁝七九五

佐藤建設㈱︵北見︶⁝⁝一〇〇四

佐藤建設㈱︵蘭越︶⁝⁝⁝七八八

回国
佐竹韮機︵豊頃︶⁝⁝⁝一〇八〇
㈲佐竹鉄筋工業︵留萌︶⁝九七七

⁝⁝二二七六

・一一一二

㈲佐藤工務所︵旭川︶⁝：九三六
㈱佐藤工務店︵札幌︶⁝⁚五六二
㈱佐藤工務店︵美唄︶⁝：七五〇
㈱佐藤工務店︵鹿部︶⁝⁚八四六
㈱佐藤工務店︵稚内︶⁝⁝九八七

㈱佐藤工務店︵帯広︶⁝一〇四六
㈲佐藤工務店︵岩内︶⁝：七九五
㈲佐藤工務店︵利尻︶⁝⁝九九六

㈲佐藤工務店︵北見︶⁝一〇〇四

⁝⁝二〇二〇

㈱佐藤秘香園︵札幌︶⁝：五六二
㈲佐藤木工︵札幌︶⁝⁝・五六二
佐藤木工㈲︵ニセコ︶⁝⁝七八九
⁚一〇八五

㈱佐藤土建︵士幌︶⁝二〇六六

㈱佐藤土建︵千歳︶⁝⁝⁝七一五
⁝一〇二六

㈱佐藤製材工場︵斜里︶

佐藤木工製作所︵別海︶

⁚一〇六六

佐藤芳夫建築設計事務所︵帯広︶
二二九〇

二〇二〇

二五

㈲佐藤土建︵伊達︶⁝⁝・九〇〇

佐藤木材工業㈲︵北斗︶⁝八三五

㈲佐藤塗装工業︵大空︶

二〇三七

⁝⁝一〇六九

⁝⁚五六二

佐藤林業㈱︵北見︶⁝⁝一〇〇四
佐虎建築㈲︵帯広︶⁝二〇四六
佐鳥種機㈱札幌支店︵札幌︶

㈲佐藤塗装興業︵苫小牧︶

⁝⁚八八〇

㈲佐藤塗装店︵砂川︶⁝⁚七六二
㈲佐藤塗装店︵美瑛︶⁝：九七〇
佐藤塗装部︵枝幸︶⁝⁝⁝九九三
佐藤道路建設㈲︵札幌︶⁝五六二

㈲佐藤特殊熔接工業︵室翻︶

⁝⁚八六四

⁝⁚五六二

㈱佐藤配箇工業所︵札幌︶

⁝⁝⁝⁝・九三六

二〇二八

㈱佐野重機︵札幌︶⁝⁝⁚五六二

㈱佐野管楽︵苫小牧︶⁝⁝八八〇
㈱佐野工業︵苫小牧︶⁝：八八〇
㈱佐野工務店︵芽室︶⁝一〇七一

佐野唖気︵鷹栖︶⁝

⁝・九六六

㈱佐野総研︵札幌︶⁝⁝・五六三
㈲佐野造園土木︵赤平︶⁝七五三

佐野板金店︵滝川︶⁝⁝⁝七五七

㈲佐野塗装︵登別︶⁝⁝・八九六
㈲佐野配管工業︵北斗︶⁝八三五

⁝⁝⁝・五六三

㈲佐野峰唖気商会︵札幌︶

㈲佐野林業︵士別︶⁝⁝・九五八
佐原建設㈲︵えりも︶⁝⁝九一八
㈱佐原工業所︵室蘭︶⁝：八六四

⁝⁝・七六九

佐藤板金製作所︵平取︶⁝九三一

倍山建設工業㈱︵恭別︶

⁝⁝・五六二

㈲佐藤ブロック工業︵恵庭︶

⁝⁚四八三

㈲佐山工業所︵札幌︶⁝⁚五六三
佐山砕石総合プラント㈲︵蒸別︶

⁝・一〇二九

佐呂間トラック㈱︵佐呂間︶

⁝⁝⁝四七九・一〇二九

佐呂間開発工業㈱︵佐呂間︶

⁝一〇二九

佐呂間運輸㈱︵佐呂間︶

⁝⁚七二一

佐藤勝越薬餌務所︵旭川︶

⁝⁝・七三一

㈱佐藤保温塗装工業︵石狩︶

・⁝三七二

佐藤ホームプラン︵札幌︶

佐藤ペイント︵浦河︶⁝：九一六

⁚一〇七七

㈲佐藤フロアー工業︵札幌︶

㈱佐藤板金工務店︵上砂川︶

㈲佐野金物︵岩見沢︶⁝・・七四二
佐野石板塗装店︵訓子府︶

佐藤塗装店︵中標津︶⁝一二八

佐藤塗装工業㈲︵新得︶

二

佐藤製鮭㈱︵月形︶⁝⁝⁚七七三

㈲佐藤塗工︵釧路︶⁝二〇九一
㈱佐藤塗装工業︵士幌︶

・⁝⁚五六二

佐藤ダクト工業︵函館︶⁝八二一
㈲佐藤大建︵札幌︶⁝⁝・五六二

位藤木材工業㈱︵紋別︶

㈲佐藤石工︵札幌︶⁝⁝・五六二

佐藤設備︵函館︶⁝⁝⁝⁚八二一

㈲佐藤石工︵知内︶⁝⁝八四一
佐藤設計部務所︵滝川︶・三一八〇

㈱佐藤鋼業︵北広島︶⁝：七二六
佐藤興業︵札幌︶⁝・⁝・五六二
㈱佐藤製薬︵函館︶⁝⁝・八一二
佐藤興業㈱北海道支店︵札幌︶

㈲佐藤設備︵八雲︶⁝⁝八四九
佐藤設備工業︵旭川︶⁝：九三六
佐藤設備工業︵上士幌︶
⁝二〇六八

⁝⁚八五九

㈲佐藤左官︵札幌︶⁝⁝・五六二

佐藤設備工業㈱︵室蘭︶⁝八六四
佐藤設備工業㈲︵札幌︶⁝五六二
㈱佐藤測丑︵札幌︶⁝⁝三九九
佐藤測龍建設設計事務所︵標茶︶

佐藤建設工業㈱︵札幌︶⁝五六二
佐藤建設工業㈱︵世だな︶

佐藤建設興業㈱︵札幌︶⁝五六二
㈱佐藤建設ISP︵商館︶

㈲佐藤左官︵紋別︶⁝二〇二〇

⁝⁚四二三

⁝⁚五六二

⁝⁚八一二

佐藤左官工業︵函館︶⁝⁝八一二

⁚一〇一六

㈱佐藤左官工業︵札幌︶⁝五六二

佐藤左官工業︵網走︶⁝一〇一六

㈲佐藤左官工業︵網走︶
㈲佐藤左官工業︵別海︶
⁝ ⁚ 一 一 一 五

㈲佐藤板金工業所︵今金︶

佐藤板金︵函館︶⁝⁝⁝⁝八二一
倍藤板金工業︵美瑛︶⁝⁝九七〇
㈲佐藤板金工業︵札幌︶⁝五六二

佐藤建具製作所︵羽幌︶⁝九八二

㈲佐藤板金工業所︵旭川︶

⁝⁝・八五五

㈲佐藤宅建︵北見︶⁝⁝一〇〇四
㈱佐藤建具︵北見︶⁝二〇〇四
佐藤建具製作所︵厚沢部︶

㈲佐藤建具店︵函館︶⁝⁝八二一
佐藤調査測軽部務所︵函館︶

⁝⁝・八五八

佐藤左官工業所︵士別︶⁝九五八
佐藤左官工業所︵名寄︶⁝九六一
佐藤左官タイル工業︵小樽︶

⁝ ⁝ 四 一 一

⁝⁝⁝⁚五六二

佐藤鉄工㈱札幌営業所︵札幌︶
⁝⁚七九二

㈱佐藤砿機︵苫小牧︶⁝・・八八〇
㈲佐藤地織︵遠軽︶⁝・二〇三一
㈲佐藤地織商会︵岩内︶⁝七九五
㈲佐藤憾設︵遠軽︶⁝二〇一三
㈲佐藤柾設工業︵紋別︶

⁝⁝一〇八三

佐藤呼気工謡㈱︵函館︶⁝八一二
㈱佐藤龍気商会︵留萌︶⁝九七七
㈲佐藤龍気商会︵足寄︶

⁝⁚五六二

佐藤龍気㈱︵紋別︶⁝⁝一〇二〇
㈲佐藤鴫気工業所︵札幌︶

㈱佐藤商店︵利尻培土︶⁝九九六
佐藤水道工業所︵浦幌︶

佐藤韮工業㈱︵下川︶⁝：九七三
佐藤住宅設備︵函館︶⁝⁝八一二
㈱佐藤商会︵室蘭︶⁝⁝・八六四
㈱佐藤商曾︵伊達︶⁝⁝・九〇〇

㈲佐藤重工︵滝上︶⁝二〇三五

㈲佐藤重工︵網走︶⁝⁝二〇一六

㈲佐藤韮機︵本別︶⁝二〇八一

佐藤産業㈱︵豊宙︶⁝⁝⁝九九四
㈲佐藤シャッター工業︵中標津︶
・二 二八

佐藤砕石工業㈱︵倶知安︶

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 七 八 一

⁝・一二八

㈲佐藤左官工業︵中標津︶

㈲佐藤タイル工業︵札幌︶

㈲佐藤避装︵苫小牧︶⁝・・八八〇

二〇二〇

㈲佐藤建設工業︵紋別︶

佐藤建設㈲︵枝幸︶⁝⁝⁝九九三

佐忠建設︵登別︶⁝⁝⁝八九六

⁝一二五

㈱佐渡島札幌営業所︵札幌︶
⁝・・四三七

佐藤建設㈲︵北見︶⁝⁝一〇〇四
佐藤建設管理㈱︵士別︶⁝九五八
佐藤建設工業︵足寄︶⁝一〇八三
㈱佐藤建設工業︵弟子屈︶

㈲佐藤︵別海︶⁝

㈲佐藤インテリア工房︵旭川︶
⁝⁚九三六

㈲佐藤架設︵北広島︶⁝：七二六
⁝三八三

佐藤企画設計亦務所︵上忠良野︶

︵函館︶⁝・

佐藤技建︵稚内︶⁝⁚⁝⁚九八六
㈱佐藤公邸建築設計部務所

佐藤恭二建築研究室︵岩見沢︶
二二八〇
佐藤組︵北見︶⁝・ 二〇〇四 佐藤建築工業所︵森︶⁝⁝八四七
㈱佐藤組︵厚真︶⁝・⁝⁚九〇七 佐藤建築設計郵務所︵札幌︶
⁝三五四
㈱佐藤組︵稚内︶⁝⁝⁝九八六
㈲佐藤組︵中川︶⁝⁝⁝・九七五 佐藤建築設計妬難所︵石狩︶
⁝⁝⁝三五四
㈱佐藤組工業︵札幌︶⁝⁚五六二
㈲佐藤組並工︵室蘭︶⁝・・八六四 佐藤建築設計部務所︵伊達︶
⁝三八六
㈱佐藤建築︵美唄︶⁝⁝・七五〇
㈱佐藤建築︵長沼︶⁝⁝・・・七七〇 ㈱佐藤建築設計事務所︵江別︶
⁝⁝三五四
㈱佐藤建築︵忠良野︶⁝：九六四
佐藤建築設計室︵札幌︶⁝三五四
佐藤建材工業︵函館︶⁝⁝八二一
佐藤建築設計室︵札幌︶・三一五四
佐藤建設︵函館︶⁝⁝⁝八一二
佐藤建設︵商館︶⁝ ⁝⁝八二一 ㈲佐藤コーキング︵札幌︶
⁝⁚五六二
佐藤建設︵函館︶⁝・・⁝⁚八一二
佐藤工業︵松前︶⁝⁝：⁝八四〇
佐藤建設︵帯広︶⁝⁝⁝一〇四六
佐藤建設︵大樹︶⁝・二〇七四 佐 藤 工 業 ︵ 釧 路 ︶ ⁝ ⁝ 一 〇 九 一
㈱佐藤工業︵札幌︶⁝⁝・五六二
佐藤建設︵釧路︶⁝ 二〇九一
佐藤建設︵根室︶⁝⁝⁚一一〇四 ㈱ 佐 藤 工 業 ︵ 松 前 ︶ ⁝ ⁝ 八 四 〇
佐 藤 建 設 ︵ 白 糠 ︶ ⁝ ⁝ ⁝ 二 一 四 ㈱佐藤工業︵厚岸︶⁝一一〇九
㈱佐藤建設︵石狩︶⁝⁝・七三一 ︒㈲佐藤工業︵岩見沢︶⁝：七四二
㈱佐藤建設︵函館︶⁝⁝・八一二 ㈲佐藤工業︵長沼︶⁝⁝・七七〇
㈱佐藤建設︵蒸別︶⁝⁚二〇七七 ㈲佐藤工業︵函館︶⁝⁝・八一二

㈱佐藤建設︵陸別︶⁝二〇八四

佐藤工業所︵函館︶⁝⁝⁝八一二

⁝⁚五六二

㈱佐藤工建︵中川︶⁝⁝・九七五

佐藤工業㈱︵遠軽︶⁝二〇三一
佐藤工業㈱札幌支店︵札幌︶

佐藤建設㈱︵北広島︶⁝⁝七二六

㈲佐藤建設︵北斗︶⁝⁝八三五
㈲佐藤建設︵遠軽︶⁝二〇三一
㈲佐藤建設︵足寄︶⁝二〇八三
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