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札幌市家庭用指定ごみ袋等保管配送業務仕様書 

１ 委託業務概要 

本市が預託する「札幌市家庭用指定ごみ袋」及び「大型ごみ処理手数料シール」（以下「指定袋等」

という。）並びに「札幌市ボランティア清掃専用ごみ袋」（以下「ボランティア袋」という。）を適正に

保管する。また、札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務受託者（以下「取扱店」という。）等からの発注

を受け付け、指定袋等及びボランティア袋を配送するとともに、これに付随する業務を行う。 

２ 契約期間 

令和３年４月１日から令和６年３月 31日まで 

３ 業務に係る基本事項 

 施設、機材、人員等について 

ア 受託者は、自己の責任と費用負担により、業務を行うために必要な施設、機材、人員等を確保

すること。 

イ 指定袋等及びボランティア袋を保管するための倉庫は、倉庫業の登録を受けた営業倉庫とし、

保管数量に応じて必要な面積を確保するとともに、事故、盗難等を防止するための措置を講じる

こと。 

ウ 倉庫の所在地については、札幌市役所本庁舎（札幌市中央区北１条西２丁目）を中心とした半

径 30キロメートル圏内で、原則２か所までとすること。なお、入札参加に際して、当該倉庫の所

在地等を申告すること。 

エ 指定袋等及びボランティア袋の入庫、出庫、在庫及び配送に係る情報を常に把握できるように

システム等により管理するとともに、各種帳票及び本市が指示する形式の電子データにより報告

できるようにすること。 

オ 人員の配置については、業務全体を把握する業務管理責任者を置き、本市や、取扱店及びその

他配送先(以下「取扱店等」という。)との事務連絡体制を確保すること。また、本契約締結後に

業務管理責任者届（様式１）を提出することとし、変更した場合もその都度提出すること。 

 発注の受付方法について 

  指定袋等及びボランティア袋の取扱店等からの発注は、ファクシミリ、電子メール又は受託者が

用意する発注用の電子システム（以下「ファクシミリ等」という。）により受け付けることとする。

これらの受付方法のうち、ファクシミリ及び電子メールの受付体制は必ず確保することとし、電子

システムによる受付体制は受託者の任意で確保すること。 

 業務日等について 

指定袋等及びボランティア袋の配送は、原則として、年末年始（12 月 29 日から翌年の１月３日

まで）及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「祝日」とい

う。）を除く月曜日から土曜日までの午前９時から午後５時30分の間の取扱店の営業時間内とする。

ただし、緊急時はその限りでない。なお、取扱店等からのファクシミリ等による発注は、年中無休

かつ 24 時間受け付けること。 

 指定袋等及びボランティア袋について 

本業務で取り扱う指定袋等及びボランティア袋の種類、取扱単位、梱包箱の寸法・重量、予定数

量等は、別紙１及び別紙２のとおりとする。なお、指定袋等及びボランティア袋の種類の追加や変
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更があった場合は、本市の指示に従うこと。 

 取扱店について 

   本業務で取り扱う指定袋等の発注又は配送に係る取扱店は、札幌市家庭ごみ処理手数料収納事

務処理要領（別紙３）に基づき、本市と札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託契約を締結した個

人又は法人の店舗又は事務所等とする。 

 その他 

ア 指定袋等は、一般廃棄物処理手数料を含むものであるため、破損、紛失等の事故を起こさない

よう取扱いに十分注意すること。特に、業務に従事する者に対しては、その取扱いについて十分

研修を行うこと。 

イ 業務を行うに当たっては、関連する法令を遵守すること。また、事故等の不測の事態が発生し

た場合は、速やかに本市に連絡のうえ、その指示に従うこと。 

４ 委託業務の内容 

 保管業務 

保管業務とは、指定袋等及びボランティア袋の入庫（入庫作業、入庫管理）、保管（仕分け、在庫

管理）、出庫（出庫作業、出庫管理）及びこれに付随する業務をいう。 

ア 入庫 

(ｱ) 倉庫に入庫する指定袋等及びボランティア袋は大量であるため、入庫に当たっては、円滑か

つ効率的な作業が行えるよう、本市から受注した指定袋等及びボランティア袋製造業者（以

下「製造業者」という。）と日程、入庫方法等について、事前に十分協議し、速やかに本市に

報告すること。 

(ｲ) 製造業者との協議に基づき決定した日程、入庫方法等に合わせ、事前に倉庫内のスペースや

入庫の際に使用する機器、パレット等を確保し、円滑かつ効率よく入庫作業が行えるよう万全

な準備をすること。なお、製造業者によっては、20 フィート、40 フィート等のコンテナを使

用することがあるため、あらかじめ受入れ可能な場所を確保すること。 

(ｳ) コンテナ、トラック等からの荷降ろしについては、製造業者が行うこととなるが、効率よく

作業が行えるよう荷降ろしに協力すること。なお、パレットに乗せる箱の数及び配置について

は荷崩れや破損等が起こらないように製造業者と十分協議のうえ、決定すること。 

(ｴ) 製造業者から指定袋等及びボランティア袋を受領する際は、箱の数量及び外観を確認したう

えで、製造業者が作成した受領書に受領箱数を記入し、受領印を押印のうえ受領すること。こ

のとき、箱に破損等がある場合は、製造業者の荷降ろし作業をしている者と確認のうえ、破損

等がある箱の受領は行わず、本市及び製造業者に連絡し、本市の指示に従うこと。 

(ｵ) 指定袋等及びボランティア袋の納品検査の際は、本市の指示に応じて速やかに検査用の指定

袋等及びボランティア袋を用意するとともに、必要に応じて立ち会うこと。 

イ 保管 

(ｱ) 入庫した指定袋等及びボランティア袋は、種類ごとに仕分けし、ラップで巻くなどの荷崩れ

防止策を施したうえで、倉庫に格納すること。なお、指定袋等を管理するための６桁の番号を

付しているので、番号ごとに管理すること。 

(ｲ) 倉庫内では、指定袋等及びボランティア袋は他の保管物と明確に区分して保管すること。 

(ｳ) 指定袋等及びボランティア袋を保管する場所については、事故・盗難等を防ぐため、必ず施

錠可能な場所とし、その他必要に応じた防犯対策を講じること。 

ウ 出庫 
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(ｱ) 取扱店等からの指定袋等及びボランティア袋の発注は、指定袋等配送依頼書（発注票）（様

式２）により、原則、ファクシミリ等により受け付けること。なお、ファクシミリについては

専用回線を用意し、本契約期間中の変更は原則行わないこと。また、本契約満了時には停止す

ること。 

(ｲ) 取扱店等からの指定袋等及びボランティア袋の発注を受託者が用意する電子システムにて

受け付ける場合の様式等については、事前に委託者と協議を行うこと。 

(ｳ) ファクシミリ等の故障があった場合や、やむを得ず一時的にファクシミリ等が使用できない

取扱店等の対応のため、電話での発注受付ができるようにすること。なお、電話での発注受付

は、原則、業務時間内とし、電話受付の際に受託者において聴取した発注内容を指定袋等配送

依頼書（発注票）（様式２）に記入すること。 

(ｴ) 取扱店等からの発注内容に疑義がある場合は、取扱店等へ直接連絡のうえ、発注数量等を確

認すること。 

(ｵ) 指定袋等配送依頼書（発注票）（様式２）及び受託者が発注を電子システムで受け付ける場

合の発注データは、配送完了後、配送日の属する年度の翌年度まで保管すること。 

(ｶ) 指定袋等及びボランティア袋の出庫は、原則、入庫時期の早いものから順に行うこと。 

(ｷ) 大型ごみ処理手数料シールを冊単位で配送する場合は、破損等が生じることのないよう梱包

すること。 

(ｸ) 出庫・配送は別紙１に定める単位で行うこととするが、納品検査のために開封し、指定袋を

取り出した後の箱の取扱いについては本市の指示に従うこと。 

 配送業務 

配送業務とは、取扱店等からの発注に基づき、指定袋等及びボランティア袋を配送する業務並び

にこれに付随する業務をいう。 

ア 配送業務の対象となる指定袋等及びボランティア袋の配送先は、約 1,060 か所（指定袋等配送

先約 940 か所、ボランティア袋配送先約 120 か所）である。（配送先については別紙４、５を参

照）また、配送先の追加や変更、配送の一時停止があった場合は、随時本市が指示するのでこれ

に従うこと。 

イ 本市が保管している指定袋等及びボランティア袋の引き取り依頼をした場合には応じること。 

ウ 配送に際しては、納品書・受領書を合わせた配送伝票（様式３）を作成し、取扱店等へ納品し

た際に納品書を配送先に交付するとともに、受領書の札幌市控と配送業者控にそれぞれ受領印を

徴し、持ち帰ること。また、各取扱店等への配送数量を把握できるよう記録するとともに、受領

書は、原則として配送日の属する年度の翌年度まで保管すること。 

エ 配送は迅速に行うこととし、配送期限は原則として、発注受付が午前（０時から 12時）の場合

は翌日の業務時間までに、午後（12 時から 24 時）の場合は、翌々日の業務時間までに完了する

こと。ただし、配送期限が日曜日、祝日又は年末年始に当たるときは、その翌日までに配送する

こと。 

オ 取扱店からの納品書の紛失等について問い合わせがあった場合は対応すること。 

カ 取扱店等が、配送した指定袋等及びボランティア袋の受取を拒否する等何らかの事由（天災等

特別の事情によるものを除く。）により配送が完了しなかった場合においては、配送個数に含め

ないこととする。 

キ 取扱店が倉庫に指定袋等を直接受取に来た場合は、本市に確認のうえ、指示に従うこと。 

ク 取扱店から誤発注があった場合、配送前であれば在庫にくみ戻すこと。なお、配送完了後にお
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ける取扱店からの返品は原則受け付けないこと。 

 報告業務 

ア 指定袋等及びボランティア袋の倉庫保管状況については、原則、毎月末、倉庫に保管している

指定袋等及びボランティア袋の数量を確認し、家庭用指定ごみ袋等保管配送業務報告書（様式４）

を作成するとともに、家庭用指定ごみ袋製造業者別在庫報告書（様式５）を作成し、本市に書面

及びデータで報告すること。 

イ 指定袋等及びボランティア袋の配送状況については、各取扱店等への配送個数を、指定袋等及

びボランティア袋の種類ごとに毎月末に集計するとともに、家庭用指定ごみ袋等保管配送業務報

告書（様式４）、通常配送内訳報告書(様式６)、シール単独配送（冊単位）報告書（様式７）を作

成し、書面及び電子データにより本市に報告すること。なお、電子データの形式は原則ＣＳＶフ

ァイルとする。また、本市が納品検査に使用した指定袋及び店舗から返品された指定袋の数量等

を特記事項欄に記載すること。ただし、返品等には不良品交換業務にともない返品された指定袋

等は含まないこと。 

ウ 受領書（札幌市控）（様式３）は毎月末で取りまとめたうえで本市に報告すること。なお、２次

元コードを用い、上記イで作成した電子データ（店舗コード、納品数等）との照合ができるよう

にすること。 

エ その他本市の求めに応じて、各種帳票及び電子データを本市に提出すること。 

 不良品交換業務 

ア 不良品について直接市民等から苦情を受けた場合は、その都度本市に報告すること。なお、取

扱店等から回収した不良品の指定袋等を本市の許可なく処分した場合は、本市に対して、処分し

た指定袋等に係る一般廃棄物処理手数料に相当する額を本市に支払うこと。 

   イ 調整用配送依頼書（不良品交換用）（様式８）により、取扱店等から不良品の交換を依頼された

場合は、札幌市家庭用指定ごみ袋については本市が指定した不良品交換用指定袋（以下「交換用

指定袋」という。）と交換すること。また、大型ごみ処理手数料シールについては、本市に報告し

たうえで「 保管業務ア」の大型ごみ処理手数料シールと交換すること。なお、不良品交換につ

いては、「 配送業務エ」と同じように取り扱うこと。

   ウ 不良品交換の配送状況については、毎月末に集計するとともに、不良品交換内訳報告書（様式

９）を作成し、調整用配送依頼書（不良品交換用）（様式８）とともに報告すること。また、交換

した良品の指定袋についても毎月末に集計するとともに、家庭用指定ごみ袋製造業者別不良品交

換内訳及び札幌市在庫報告書（様式 10）を作成し、本市に報告すること。 

   エ 取扱店等から回収した札幌市家庭用指定ごみ袋の不良品については、毎月末に集計するととも

に、製造業者あてに調整用配送依頼書（不良品交換用）（様式８）の写しを添えて送付し、製造業

者が保管管理している良品の指定袋との交換を依頼すること。交換した良品の指定袋は、交換用

指定袋として、「 保管業務ア」の指定袋及びボランティア袋と区別して適正に管理すること。ま

た、取扱店等から回収した大型ごみ処理手数料シールの不良品については、「 保管業務ア」の大

型ごみ処理手数料シールと区別して適正に保管し、取扱いについて本市の指示を仰ぐこと。 

５ 損害賠償 

 業務の履行に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受託者が賠償すること。た

だし、その損害のうち本市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、本市が賠償する。 

 前項の損害が天災等特別の事情によるものである場合、受託者の負担は本市と協議のうえ決定す
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る。 

 上記 の損害が本市の預託する指定袋等及びボランティア袋である場合、その損害額は直近の指

定袋等及びボランティア袋製造に要した金額から指定袋等及びボランティア袋１枚当たりの製造に

要する金額に相当する金額を求め、それに損害を受けたと本市が認める指定袋等及びボランティア

袋の枚数を乗じて得られた金額とし、この金額を本市に支払うこと。 

ただし、盗難や紛失等の場合については、指定袋等の種類に応じ、当該指定袋等に係る一般廃棄

物処理手数料に相当する金額に、損害を受けたと本市が認める指定袋等の枚数を乗じて得られた金

額を損害額とする。 

なお、指定袋等の損害発生に付随して、本市が受けた損害も、指定袋等の損害とは別に、受託者

が賠償することとする。 

６ 検査  

 本業務について、本市が立入検査の必要があると認めたときは、速やかに応じるとともに、本市が

立入検査を実施する際には、必ず同席すること。 

７ 契約及び委託料の支払いについて 

 契約 

ア 配送業務 

｢４委託業務の内容 配送業務ア｣に規定する配送先への配送業務に要する経費に相応する部

分は単価契約とし、配送単価は、指定袋等及びボランティア袋の配送完了個数１箱単位の単価と

する。 

 (ｱ) ｢４委託業務の内容 配送業務イ｣に規定する引取り依頼があった場合も同様の単価契約を

適用する。 

(ｲ) 指定袋と冊単位の大型ごみ処理手数料シールを同時に配送した場合は、指定袋のみの配送

単価を適用するものとする。 

(ｳ) 大型ごみ処理手数料シールのみを冊単位で配送したときは、その配送量にかかわらず、取

扱店等への配送件数に対して配送単価を適用するものとする。 

(ｴ) ｢４委託業務の内容 不良品交換業務イ｣に規定する不良品交換を行ったときは、その交換組

数及び冊数にかかわらず、取扱店等への配送件数に対して配送単価を適用するものとする。 

  イ 配送業務以外の業務 

  ｢４委託業務の内容 配送業務ア及びイ｣、｢４委託業務の内容 不良品交換業務イ｣以外に規定

する業務に要する経費に相応する部分は総価契約とする。 

 委託料の支払い 

委託料は配送業務に係る委託料及び配送業務以外の業務に係る基本委託料月額の合計額（１円未

満切り捨て）を月ごとに支払うものとする。 

８ 環境への配慮について 

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ環境負荷低減に努めること。 

 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

 自動車等を使用する場合は、極力、環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実

施など環境に配慮した運転を心がけること。 

 本業務の履行において使用する用品等は、極力環境に配慮したものとすること。 
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９ その他補足事項 

 情報管理、秘密保持 

ア 受託者は、取扱店等の情報をはじめとして、業務上知り得た情報は、業務以外に使用してはな

らない。 

イ 受託者は、業務上知り得た情報を一切他に漏らしてはならない。また、当該契約期間終了後も

同様とする。 

ウ 受託者は、この業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、別紙６「個人情報取

扱注意事項」を遵守しなければならない。 

エ 指定袋及びボランティア袋の過剰在庫及び在庫不足が生じないよう、在庫及び出庫の状況に関

する本市への情報提供を適切に行うこと。 

 本仕様書に定める事項以外に別途指示・協議する事項については、誠意をもって対応すること。

また、本仕様書に疑義が生じた場合は、本市との協議により決定する。 

 本業務を円滑に開始するため、令和３年３月下旬に、委託者が預託して保管している指定袋等及

びボランティア袋を本業務の受託者の倉庫に移管する。なお、これに係る経費（受入に要する経費

を除く。）については、委託者が負担する。また、次回本業務契約時に受託者が変更となった場合は、

受託者が保管する指定袋等及びボランティア袋を次回本業務契約受託者の倉庫に移管する作業が

円滑に進むよう協力すること。 

 「４委託業務の内容 報告業務ア～ウ」、「４委託業務の内容 不良品交換業務ウ」に規定する報

告については、原則として、当月分を翌月７日（当該日が土曜日、日曜日又は祝日に該当するとき

は、これらの日の前日）までとする。 

 指定袋等及びボランティア袋の取扱店からの発注を受託者が用意する電子システムで受け付け

る場合は、取扱店等向けの使用方法マニュアル等を作成するほか、取扱店等からの問い合わせにも

対応すること。 
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（別紙１） 

◆ 指定袋等及びボランティア袋の種類、価格及び取扱単位 

区 分 種 類 価格（税込） 販売単位 入庫単位 出庫・配送単位

家庭用指定ごみ袋 

40 ﾘｯﾄﾙ 80 円/枚 
１組 

（5枚/組） 

１箱 

（100 組/

箱） 

１箱 

（100 組/

箱） 

20 ﾘｯﾄﾙ 40 円/枚 
１組 

（10 枚/組） 

１箱 

（50 組/箱） 

１箱 

（50 組/箱） 
10 ﾘｯﾄﾙ 20 円/枚 

５ﾘｯﾄﾙ 10 円/枚 

ボランティア袋 
40 ﾘｯﾄﾙ 

－ 
１組 

（10 枚/組） 

１箱 

（20 組/箱） 

１箱 

（20 組/箱） 10 ﾘｯﾄﾙ 

大型ごみ 

処理手数料シール 

900 円券 900 円/枚 

１枚 
１箱 

（2,000 枚/箱）

１冊 

（10 枚/冊） 
500 円券 500 円/枚 

200 円券 200 円/枚 

◆ 梱包箱の寸法及び重量 

区 分 種 類 
寸 法 

重量（kg） 
縦（mm） 横（mm） 高さ（mm） 

家庭用指定ごみ袋 

40 ﾘｯﾄﾙ 270 480 230 15.0 

20 ﾘｯﾄﾙ 230 400 220 9.0 

10 ﾘｯﾄﾙ 290 280 160 6.0 

５ﾘｯﾄﾙ 270 230 160 4.0 

ボランティア袋 
40 ﾘｯﾄﾙ 270 250 190 3.5 

10 ﾘｯﾄﾙ 290 280 75 3.0 

大型ごみ 

処理手数料シール 

900 円券 215 300 90 3.5 

500 円券 215 300 90 3.5 

200 円券 215 300 90 3.5 

※ 梱包（段ボール箱）表示記載内容及びレイアウトイメージは、下図のとおり 

【指定袋】                    【大型ごみ処理手数料シール】 

大型ごみ処理手数料シール

○○○円券・10 枚×10冊×20梱包 

M0－000000～M0－000000 

［４側面表示例］ 

札幌市家庭用指定ごみ袋

燃やせるごみ用

燃やせないごみ用
○○ﾘｯﾄﾙ用

○○組（１組○○枚入）

製造者名

所在地

電話番号 ITF コード

○○○○○

燃やせるごみ用

燃やせないごみ用
○○ﾘｯﾄﾙ用

○○○○○

市が指定するコード（指定袋・外装袋共通）

【長手２側面表示例】 【短手２側面表示例】
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（別紙２） 

◆ 指定袋等及びボランティア袋の入庫及び出庫予定数量

枚数

40ﾘｯﾄﾙ 13,299,000

20ﾘｯﾄﾙ 35,375,000

10ﾘｯﾄﾙ 30,856,500

５ﾘｯﾄﾙ 17,463,000

小　計 96,993,500

40ﾘｯﾄﾙ 685,400

10ﾘｯﾄﾙ 253,000

小　計 938,400

97,931,900

枚数 冊数 箱数 冊数 箱数

900円券 115,930 11,593 58 966 5

500円券 233,910 23,391 117 1,949 10

200円券 593,700 59,370 297 4,948 25

943,540 94,354 472 7,863 40シ　ー　ル　合　計

区分 種類
年間予定数量（12か月分）

家庭ごみ指定袋

ボランティア袋

袋　合　計

大型ごみ処理
手数料シール

箱数

26,598

1,265

4,692

198,679

１か月当たり
平均数量

箱数

2,217

5,896

16,166

2,911

5,143

105

286

391

16,557

70,750

61,713

34,926

193,987

3,427

※  参考 

１ 札幌市家庭用指定ごみ袋 

(1)在庫量は４～５か月分を目安とし、製造業者の納品時期等によっては一時的に在庫量が多く

なることがある。 

(2)入庫時期 

１年分を各年度８～11 回に分けて入庫予定。１回の入庫に負荷がかからないよう、原則、均

等に入庫予定 

２ 札幌市清掃用ボランティア袋 

１年分を各年度１回で入庫予定 

３ 大型ごみ処理手数料シール 

１年分を各年度１～２回に分けて入庫予定 

※  家庭用指定ごみ袋及びボランティア袋の入庫量と出庫量及び配送量は同数量と見込むものとす

る。 

※  大型ごみ処理手数料シールについては、入庫は箱単位、出庫は冊単位とする。 

◆ 大型ごみ処理手数料シール単独配送件数見込 

１年平均：1,125 件（１月平均：93件） 

◆ 不良品交換数件数見込 

１年平均：100件（１月平均：８件） 

◆ 予定配送数量見込 

599,712 箱（大型ごみシール単独配送及び不良品交換については１件を１箱として算出している。） 

(内訳） 

種　　類 年間予定数量 ３年間計

家庭用指定ごみ袋（箱） 193,987 581,961

ボランティア袋（箱） 4,692 14,076

大型ごみ処理手数料

シール単独配送（件）
1,125 3,375

不良品交換（件） 100 300

合　計 199,904 599,712



（別紙３）



（別紙３）



（別紙３）



（別紙３）



（別紙３）



（別紙３）



（別紙３）



（別紙３）



様式１

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

発注日

収納事務
受託者名

　　　　　　　　箱

40,000円 　　　　　　　　箱

種別

　　　　　　　　箱

発注数
（箱数又は冊数）

指
定
袋

配送先
電話番号

1箱(10枚1組×50組入)

1箱(５枚1組×100組入)

１０リットル用

２０リットル用

４０リットル用

５００円券

配送先
名称

配送先
所在地

特記事項

指定袋等配送依頼書（発注票）

　ＦＡＸ送信先

　配送依頼者（発注者）

※原則、午前中（0：00～12：00）発注の場合、翌日納品。午後（12：00～24：00）発注の場合、翌々日納品です。
なお、配送日が日曜日にあたるなど、配送業者の休業日をはさむ場合は、さらに1日遅れの納品となります。

名称 ＦＡＸ番号

品目

1冊（１０枚綴り）

※大型ごみシールの発注は、原則、指定袋発注時に併せて発注してください。
　また、大型ごみシールの発注は、週1回までとします。

発注単位

入数 手数料額

10,000円

※発注単位（納品単位）は、指定袋は1箱単位、大型ごみシールは1冊単位です。

5,000円 　　　　　　　　箱

大
型
ご
み
シ
ー

ル

　　　　　　　　冊

保管配送業者

20,000円

　下記のとおり、札幌市指定袋等の配送を依頼します。

・依頼者名
・依頼者電話番号

５リットル用

令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　時　　　　　　分

取扱店番号

1箱(10枚1組×50組入)

1箱(10枚1組×50組入)

９００円券

2,000円 　　　　　　　　冊

5,000円

1冊（１０枚綴り） 9,000円 　　　　　　　　冊

２００円券

1冊（１０枚綴り）

（別紙３）



様式２

配送業者
○○○○
○○○○

御中

配送業者
○○○○
○○○○

御中

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

計  

大型ごみシール　900円券 冊  9,000/冊  
大型ごみシール　500円券 冊  5,000/冊  
大型ごみシール　200円券 冊  2,000/冊  
指定袋　40㍑用 箱  40,000/箱  
指定袋　20㍑用 箱  20,000/箱  

 10,000/箱  
指定袋　５㍑用 箱  5,000/箱  

数量

指定袋　10㍑用 箱

納品日：　　　　　年　　　　月　　　　日

受領書（札幌市控）
札幌市　宛 発注受付日 　　　　年　　月　　日

登録番号：

計  
大型ごみシール　900円券 冊  9,000/冊  
大型ごみシール　500円券 冊  5,000/冊  
大型ごみシール　200円券 冊  2,000/冊  
指定袋　40㍑用 箱  40,000/箱  
指定袋　20㍑用 箱  20,000/箱  

指定袋　５㍑用 箱  5,000/箱  
指定袋　10㍑用 箱  10,000/箱  

配送先住所

配送先名称

 5,000/冊
 9,000/冊冊

冊

受領書(配送業者控）
登録番号： 発注受付日 　　　　年　　月　　日

納品日：　　　　　年　　　　月　　　　日 配送員

単価

 20,000/箱
 40,000/箱

納品金額

 2,000/冊

配送先名称

指定袋　５㍑用
指定袋　10㍑用

冊
指定袋　40㍑用

数量
箱
箱

指定袋　20㍑用 箱
箱

数量 単価 納品金額 備考

大型ごみシール　200円券
大型ごみシール　500円券
大型ごみシール　900円券
計

配送員取扱店

納品書(取扱店控）
登録番号：
配送先住所

発注受付日 　　　　年　　月　　日

納品先住所

備考

納品先名称

単価 納品金額

配送員

ＦＡＸ

納品日：　　　　　年　　　　月　　　　日 取扱店

ＦＡＸ

 5,000/箱
 10,000/箱

備考

（別紙３）



（領収内訳）

領収書

様式３

　　備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

下記の金額領収しました。

札幌市公金収納事務受託者　　ＮＯ．１０９２

大型ごみシール　　　円券 （手数料額）　　　円×（数量）　枚

様

領収金額　￥　

札幌市家庭ごみ処理手数料として

令和　　　年　　　月　　　日領収年月日

（店名）○○○○

指定袋　　　㍑用 （手数料額）　　　円×（数量）　組

（
別
紙
３
）



様式４

物品出納簿

　　　　　　　　　　　冊 　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

500円券 　　　　　　　　　　　冊 　　　　　　　　　　　冊

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組

40㍑
400円

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組

10㍑
200円

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組指
定
袋

５㍑
100円

　　　　　　　　　　　組

20㍑
400円

　　　　　　　　　　　組

大
型
ご
み
シ
ー

ル

200円券 　　　　　　　　　　　冊

900円券

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組

大
型
ご
み
シ
ー

ル

200円券 　　　　　　　　　　　冊 　　　　　　　　　　　冊

500円券 　　　　　　　　　　　冊 　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組

大
型
ご
み
シ
ー

ル

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組

10㍑
200円

　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組 　　　　　　　　　　　組指
定
袋

５㍑
100円

　　　　　　　　　　　組

20㍑
400円

　　　　　　　　　　　組

40㍑
400円

　　　　　　　　　　　組

900円券 　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

残高（組数、冊数）

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　組

備考

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　冊

交付数（組数、冊数）

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

入荷数（組数、冊数）

900円券

指
定
袋

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　冊

　　　　　　　　　　　組

20㍑
400円

40㍑
400円

200円券

500円券

年月日 種類

５㍑
100円

10㍑
200円

（別紙３）



様式５

備考年月日
組数

　　　　　月計

組 円 組 円 組 円

手数料額 組数 手数料額

円

現金・物品出納簿

組 円 組 円

組 円 組 円

組

円

組 円 組 円

組

円 円

円 組 円 組 円

組円

円組

組 円 組

組組

組 円

組 円

組 円

組 円 組 円

交付数

円 組組 円

入荷数

組 円

組数 手数料額

円

組　　　　　月計

円円

円 組

円

指定袋　　　リットル用　　（　　　円/組）

組

組

残高

組

組 円

円

組 円 組 円 組

（別紙３）



様式５

大型ごみシール　　　円券　　（　　　円/枚）

交付数 残高

枚数 手数料額 枚数 手数料額 枚数 手数料額
備考

枚 円 枚 円 枚 円

年月日
入荷数

枚 円

枚 円 枚

枚 円 枚

円

枚 円 枚 円

枚

枚 円

枚 円

円

円

枚 円

　　　　　月計 枚 円

枚

円 枚

枚

枚

枚

枚 円

枚

枚

円円

円

円 枚 円

円

円枚

円 枚

円

枚

枚

円 枚 円

枚 円 枚

　　　　　月計 枚 円 枚

円 枚 円

円

円 枚 円

枚

円

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

（別紙３）
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様式７

明細書（現金払込書添付用）　（取扱店番号）○○○○　（受託者名）○○○○　　　　　月分

40 20 10 ５ 合計 900円 500円 200円 合計

… … … … … ……… … …………

家庭ごみ処理手数料収納額
家庭ごみ指定袋 大型ごみシール

+ ＝ 円

家庭ごみ処理手数料収納事務委託料額
0 × % × 1.05 ＝ 円

請求額
手数料収納額 手数料収納事務委託料額

0 － 0 ＝ 円

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

0

0

配送日 取扱店名

合計
手数料額計

指定袋（組単位） 大型ごみシール（冊単位）
整理番号 系列店番号

0

（
別
紙
３
）



様式８

令和　　　年　　　月　　　日

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託契約の解除を願いたいので、次のとおり申し出ます。

（あて先）札幌市長

申出理由

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住所

名称

備考

取扱店番号

電話番号

この届出に係るご担当者

契約解除届出書

（別紙３）



様式８の２

令和　　　年　　　月　　　日

※　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

札幌市指定袋等返納届出書

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託契約 第18条に基づき、下記のとおり、指定袋等を返納いたします。

（あて先）札幌市長

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住所

名称

取扱店番号

電話番号

２０リットル用 1組　（10枚入) 組　

１０リットル用

組　

組　

この届出に係る担当者

返納数量品目 種別

５リットル用 1組　（10枚入)

交付単位

1組　（10枚入)

枚　

５００円券 1枚 枚　

枚　

４０リットル用 1組　（5枚入) 組　

備考

契約書第４条に定める表示及び料金表 各　　　　部　

大型ごみシール

指定袋

９００円券 1枚

２００円券 1枚

（別紙３）



様式９

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

保管配送業者

２０リットル用

※発注単位（納品単位）は、指定袋は1組単位、大型ごみシールは1枚単位です。

特記事項

調整用配送依頼書（不良品交換用）

ＦＡＸ送信先

配送依頼者（発注者）

名称 ＦＡＸ番号

1組（10枚入）

1組（10枚入）

1組（5枚入）４０リットル用

大
型
ご
み
シ
ー

ル

品目

指
定
袋

種別

５リットル用

１０リットル用

1枚

２００円券

５００円券

９００円券

1枚

1枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　　　　　　　組

　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　枚

令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　時　　　　　　分

発注日

収納事務
受託者名

配送先
電話番号

依頼者名

登録番号

配送先
名称

不良品の状態
（袋等の状態を詳しく書いてください）

1組（10枚入）

下記のとおり不良品等がありましたので、札幌市指定袋等を調整発注します。

発注単位

　　　　　　　　　　　　　　　　　組

配送先
所在地

（別紙３）



様式10

令和　　　年　　　月　　　日

変更届

（あて先）札幌市長

変更内容
（該当事項に○を付
けてください）

　１　代表者の変更　　　　　　　　　　　　　　４　住所変更
　２　名称変更　　　　　　　　　　　　　　　　　５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　３　取扱店の名称変更を含む増減

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住所

名称

※名称変更などで代表者の印が変更なる場合は、変更前、変更後の印をそれぞれ押印してください。
備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託契約に関し、次の事項について変更がありましたので、届け出ます。

変更前

取扱店番号

電話番号

この届出に係るご担当者

変更後

変更年月日：

（別紙３）



様式11(1)

〒 -

印

〒 -

〒 -

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

この申請に係る担当者 （電話番号　　　　　　　　）

住　　所

　該当する項目にチェック を入れてください。チェックがない場合、収納事務を委託できません。

FAX番号

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務を受託したいので、関係書類を添えて申請します。

現
金
払
込
書
の
送
付
先

住　　所

（ここに記入した名称が現金払込書に印字されます。）

名　　称

電話番号

FAX番号

取扱店舗

私は暴力団員又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団
又は暴力団員と密接な関係を有する事業者）ではありません。

「札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務の手引き」により収納事務の内容を確認しました。

□

□

確

認

（あて先）　札幌市長

令和　　　年　　　月　　　日

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託契約（指定袋等取扱店）申請書

電話番号

（法人の場合は法人名称並びに代表者の役職及び氏名を記入し、印は代表者印を使用してください。）

電話番号

指
定
配
送
先

（本部納品契約の場合に記入してください。個店納品契約の場合は記載不要です。）

氏　　名

FAX番号

契約形態

（いずれかを選択してチェック を入れてください。）

本部納品契約（委託料率：９％）
※　指定する１か所へ一括配送

□ 個店納品契約（委託料率：６％）
※　各取扱店に配送

指
定
袋
等
の
配
送
方
法

□

申

請

者

別紙　取扱店一覧のとおり

住　所

名　称
（屋号）

複数店舗用
（別紙３）



様式11(2)

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

24

23

22

21

6

3

2

番号 FAX番号名　　称 電話番号

5

1

郵便番号 住所

4

7

9

8

11

10

12

13

14

15

16

17

18

取扱店一覧表　（　　　　　枚目／　　　　　　枚）

25

19

20

複数店舗

（別紙３）



様式11(3)

〒 -

印

〒 -

〒 -

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

令和　　　年　　　月　　　日

（あて先）　札幌市長

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託契約（指定袋等取扱店）申請書

電話番号

申

請

者

（法人の場合は法人名称並びに代表者の役職及び氏名を記入し、印は代表者印を使用してください。）

主な取扱品

氏　　名

FAX番号

電話番号

名　　称
（屋号等）

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務を受託したいので、関係書類を添えて申請します。

私は暴力団員又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団
又は暴力団員と密接な関係を有する事業者）ではありません。

「札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務の手引き」により収納事務の内容を確認しました。

□

□

確

認

指
定
袋
等
の
配
送
先
（
店
舗
）

現
金
払
込
書
の
送
付
先

住　　所

（ここに記入した名称が現金払込書に印字されます。）

名　　称

電話番号

FAX番号

この申請に係る担当者 （電話番号　　　　　　　　）

住　　所

住　　所

　該当する項目にチェック を入れてください。チェックがない場合、収納事務を委託できません。

FAX番号

単独店舗用
（別紙３）



札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託 取扱店現地調査票 

令和●年●月●日付けで申請のありました札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託について、下記のと

おり取扱店舗の現地調査を行いましたので、報告いたします。 

記 

調査年月日   令和  年  月  日 

調査対象者(申請者)  
住所  

氏名                     (店舗名：                      ) 

店舗所在地(調査地)   

対応者  

申請者との面談結果 

過去の手数料納入状況  

取扱店舗の様子 別添 店舗所在地地図及び店舗外観写真のとおり 

上記のとおり報告いたします。    

                    環)環境事業部循環型社会推進課 (職、氏名)                  印    

様式１１の２ 

（別紙３）



取扱店舗の概要 

店舗所在地地図 

店舗外観写真 

（別紙３）



札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託 取扱店現地調査票 

令和●年●月●日付けて申請のありました札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託について、下記のと

おり取扱店舗の現地調査を行いましたので、報告いたします。 

記 

調査年月日   令和●年●月●日 

調査対象者(申請者)  
住所 札幌市中央区北●条西●丁目●番●号 

氏名 ●● ●● 

店舗所在地(調査地) 札幌市中央区北●条西●丁目●番●号 

調査員   環)環境事業部循環型社会推進課 事務職員 ●● ●● 

申請者との面談結果 

【申請者 ●● ●●と面談】 

・新店舗開店までの経緯など～ 

・当職より、取扱店募集要項を提示し、当該業務は手数料(公金)の取り扱いとなるの

で、公金と指定袋、大型ごみシールの適正な管理と、会計事務等、札幌市の手続き

の遂行、さらに、ごみ処理手数料を遅滞なく納入することについて説明し、申請者も

了承した。 

過去の手数料納入状況 別添 収入原簿のとおり 

取扱店舗の様子 別添 店舗所在地地図及び店舗外観写真のとおり 

（別紙３）



様式12

記

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

２　決定日

１　申請日

４　理由

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務委託契約に関する申請に係る審査結果について

担当：札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課
　　　〒060－8611　札幌市中央区北1条西2丁目
　　　電話：011-211-2912　FAX：011-218-5108

３　委託契約について

申請者　あて

札幌市長

札環循　第　　　号
令和   年（      年）　月　日

このことについて、申請に基づき審査した結果は次のとおりです。

（別紙３）



様式13

課長 係長 係

(前議）

記

款　１７ 使用料及び手数料 項　０２ 手数料 目　０３ 環境費手数料

節　０１ 清掃事業手数料 細節　０２ 家庭ごみ処理

年度
○○

枚数 金額
家庭ごみ指定袋 40 ○○○○ 枚 ○○○○ 円

20 ○○○○ 枚 ○○○○ 円
10 ○○○○ 枚 ○○○○ 円
5 ○○○○ 枚 ○○○○ 円

大型ごみ処理手数料シール 900円 ○○○○ 枚 ○○○○ 円
500円 ○○○○ 枚 ○○○○ 円
200円 ○○○○ 枚 ○○○○ 円

○○○○ 円
※内訳別紙

手数料収納事務受託者名

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

調　定　簿

調定金額計

調定内容　　　家庭ごみ処理手数料徴収分（○月分）

年月日

調定番号

令和○年○月○日

○○○○○○○

○○○○○ほか

予算執行部
○○○　環）環境事業部

予算執行課
○○○○○　環）環境事業部　○○課

（別紙３）



様式１３の２
調定簿明細
月分

配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額 配送数（枚数） 金額

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

計40 20 10 5 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0計

… …

0 00

大型ごみシール

調定日
配送先名

(※配送センターの場
合は屋号)

整理番号
系列店番号
(※本部の場
合は無)

900円 500円 200円 計

指定袋

（
別
紙
３
）



様式１４

【手数料・委託料一覧①（月別販売店毎）】令和  年  月分

配送数（組数） 金額 配送数（組数） 金額 配送数（組数） 金額 配送数（組数） 金額 配送数（組数） 金額 配送数（冊数） 金額 配送数（冊数） 金額 配送数（冊数） 金額 配送数（冊数） 金額

600,200

30,010

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

取扱店
番号

屋号整理番号

0計 0 0 0

請求額

0 00 000

9,000円/冊

0 0 00 0 0 0 0 0

40 

400円/組、100組/箱 400円/組、50組/箱

委託料
消費税額

900円 500円

5,000円/冊

200円

指定袋 大型ごみシール

2,000円/冊

計

200円/組、50組/箱 100円/組、50組/箱

20 10 5 計

（
別
紙
３
）



〒

【担当】札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課　　　　TEL：011-211-2912　FAX：011-218-5108

備考　この様式によりがたいときは、これに準じて別の様式を用いることができる。

払込期限 　　年　　月　　日

現金払込書を紛失した場合は、再発行しますのでお知らせください。

すでに払込済みの場合は行き違いですので御了承ください。

整理番号

払い込むべき額 払込済額 未払込額

円 円 円

名　　称 家庭ごみ処理手数料

　　　年　　月　　日現在、本市に払い込んでいただくべき家庭ごみ処理手数料が下記のと

おり未払いとなっております。先に送付いたしました現金払込書にて、指定金融機関で至急

払い込んでください。

　なお、この督促に係る手数料の払込が確認できるまで、指定ごみ袋及び大型ごみシールの

納品を停止します。

　また、下記の払込期限までに払い込まれないときは、契約を解除することがあります。

年　　度 　　年度

年　　月 　　　　年　月分

札幌市家庭ごみ処理手数料　督促状

（受託者住所）

（受託者名称）　様 年(　　　　年)　　月　　日

札幌市長　　　　　　　　

（別紙３）



指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

札幌市 環境局 環境事業部 循環型社会推進課 札幌市中央区北１条 ２丁 札幌市役所１２階

札幌市 環境局 環境事業部 業務課 札幌市中央区北１条 ２丁 札幌市役所１３階

中央清掃事務所 札幌市南区南３０条 ８丁 ７－１

北清掃事務所 札幌市北区屯 町９９０－３

東清掃事務所 札幌市東区丘珠町８７３－１

白石清掃事務所 札幌市  区東  ２１７０

豊平・南清掃事務所 札幌市南区真駒内６０２
 清掃事務所 札幌市 区発寒１５条１４丁 ２－１

はんこエース北 前通店 札幌市北区北２８条 ４丁 ２番１５号

株式会社 ジョイフルエーケー 屯田店 札幌市北区屯  ８条 ５丁  ５番１号

上田商店 札幌市手稲区富丘 ３条 ７丁目 １－７０

札幌荒井 簡易郵便局 札幌市中央区宮の森 ３条１３丁目 ５－１８

平馬商事 有限会社 札幌市南区石山 ２条 ４丁目 ４番７号

有限会社 丸正 南 物店 札幌市中央区南１０条  ９丁  ２－１

宝屋 物店 札幌市南区真駒内泉町 ２丁目 ２番地２号

永井 物店 札幌市白石区栄通１６丁目 ９－２４

ていね・さくら館 ショップさくら 札幌市手稲区前田 ３条 ７丁目 ４番２４号

有限会社 あらや 札幌市白石区菊水元町 ２条 ３丁目 ４番８号

札幌北酒販協同組合 札幌市東区北１６条東 ５丁 

川添商店 札幌市東区東苗穂１０条 １丁目 ２－１９

住宅  品センター やました 札幌市手稲区稲穂 ３条 ６丁目 １番１号

札幌大学生活協同組合 札幌市豊平区 岡３条７丁 ３番１号リンデンホール購買部

有限会社 宮下電機商会 札幌市 区 野 ５条 ３丁  ５－１

ＤＣＭホーマック 北栄店 札幌市東区北４９条東７丁 １番１号

ＤＣＭホーマック 川沿店 札幌市南区川沿３条１丁目１番７４号

ＤＣＭホーマック 菊水元町店 札幌市白石区菊水元町３条５丁目４－２７

ＤＣＭホーマック 元町店 札幌市東区北１７条東２０丁 １

ＤＣＭホーマック 発寒店 札幌市 区発寒１４条４丁 ２番１５号

ＤＣＭホーマック 新琴似店 札幌市北区新琴似８条１６丁 ９番１号

ＤＣＭホーマック 手稲前田店 札幌市手稲区前田５条１１丁目７番１号

ＤＣＭホーマック  野店 札幌市 区 野４条７丁 ２番１号

ＤＣＭホーマック 藤野店 札幌市南区藤野２条４丁目１－１

ＤＣＭホーマック 真栄店 札幌市清田区真栄４条２丁目１番１０号

ＤＣＭホーマック 平岡店 札幌市清田区平岡公園東３丁目１番１号

ＤＣＭホーマック 篠路店 札幌市北区篠路１条１丁 １－１０

ＤＣＭホーマック 光星店 札幌市東区北９条東５丁 ２番１８号

ＤＣＭホーマック 旭ヶ丘店 札幌市中央区南９条 ２２丁 １番２号

ＤＣＭホーマック 山の手店 札幌市 区 の １条７丁 ４番１号

ＤＣＭホーマック 厚別 店 札幌市厚別区厚別 ３条６丁 ７００番７３

ＤＣＭホーマック 北野通店 札幌市清 区北野３条２丁 １３番７５号

ＤＣＭホーマック 東雁来店 札幌市東区東雁来１０条３丁目１番１号

ＤＣＭホーマック  岡店 札幌市豊平区 岡１条８丁 ８－１

ＤＣＭホーマック 厚別東店 札幌市厚別区厚別東５条１丁目２番１０号

ＤＣＭホーマック 発寒追分通店 札幌市 区発寒９条１４丁 ５１６番地２１０210

ホダカ 元町店 札幌市東区北１６条東１９丁 ２－１

ＤＣＭホーマック 東苗穂店 札幌市東区東苗穂３条２丁目５番１０号

ＤＣＭホーマック 桑園店 札幌市中央区北10条 16丁 1番2

サンワドー 新道店 札幌市東区伏古１１条３丁目１－５０

株式会社 ホクノー本社事務所 札幌市厚別区もみじ台北７丁 １番２号

フクリ企画サービス 札幌市中央区北１条東１丁 ２番地５ カレスサッポロビル３階

札幌市役所地下売店 札幌市中央区北１条 ２丁 札幌市役所地下１階

中央区役所売店 札幌市中央区南３条 １１丁 中央区役所内１階

北区役所売店 札幌市北区北２４条 ６丁 １－１ 北区役所１階
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指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

東区役所売店 札幌市東区北１１条東７丁 １－１ 東区役所３階

白石区役所売店 札幌市白石区南郷通１丁目南８－１白石区役所内１階

豊平区役所売店 札幌市豊平区平岸６条１０丁目１－１ 豊平区役所内３階

南区役所売店 札幌市南区真駒内幸町２丁 ２－１ 南区 センター１階

 区役所売店 札幌市 区琴似２条７丁 １－１  区役所１階

清田区役所売店 札幌市清田区平岡１条１丁目２－１ 清田区役所３階

下水道庁舎売店 札幌市豊平区豊平６条３丁目２－１下水道庁舎１階

子ども発達支援総合センター売店 札幌市豊平区平岸４条１８丁目１－２１ 子ども発達支援総合センター１階

フーズバラエティ すぎはら 札幌市中央区宮の森 １条 ９丁目 ３－１３

花のこすぎ 札幌市北区屯  ４条 ７丁  ７－３１

パッケージプラザ AZ手稲 札幌市手稲区稲穂 ２条 ２丁目 ２－１

吉田文具店 札幌市中央区南２０条 ６丁 ３－７

有限会社 リカーショップ おだ 札幌市白石区東札幌４条４丁目１－１５

ショッピング ヤマガタ 札幌市清田区平岡 ６条 ４丁目 １－１１

ヨシオカ商事 株式会社 札幌市厚別区  地  ５丁  ５番１２号

株式会社 いとう 札幌市白石区本通１７丁目南 ２－１４

  川 物店 札幌市南区真駒内本町 ５丁目 ２－１

株式会社 スマイルのこばやし 札幌市白石区栄通 ８丁目 ５番２０号

荒井商店 札幌市豊平区美園 ２条 ４丁目 ４番７号

株式会社 東急ハンズ札幌店 札幌市中央区北4条 2丁 札幌東急店内

有限会社 やまもと 物店 札幌市 区 野 ８条 ３丁  ３－１

ウィズマート丘珠店 札幌市東区北丘珠３条１丁 ２１－１５

パッケージプラザ マエゲン 札幌市白石区菊水 ９条 ２丁目 ４－１８

大中 中沢商店 札幌市清田区清田 ８条 ３丁目 ９－８

株式会社 丸吉 ナカタ 札幌市東区北１４条東 １丁  １番２２号

クスリのスズラン 真駒内店 札幌市南区真駒内幸町 ２丁目 １－１２ミュークリスタル地下１階

ココカラファイン 東札幌店 札幌市白石区東札幌3条１丁目１-1ラソラ札幌 Ａタウン２階

ココカラファイン 狸 路店 札幌市中央区南３条 １丁 ３番地４

ココカラファイン 北２８条店 札幌市北区北２８条 １３丁 1番３５号

ココカラファイン カテプリ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番カテプリ地下１階

ココカラファイン 札幌駅前北4条店 北海道札幌市中央区北4条 2丁 1番地2キタコートレードビル1階

やまや商店 札幌市  区北郷 １条１１丁  ４－５

田村寝装 札幌市東区北２３条東 １丁  ７－２６

白石観光 株式会社 札幌市厚別区上野幌 ３条 ３丁目 ９番７号

株式会社 朝日配送センター札幌 札幌市北区新川 ２条１丁 １番２６号

北雄ラッキー物流センター  狩市新港 ３丁 ７００番地

かじわら薬局 札幌市 区 野７条７丁 ７－１２

  薬房 札幌市南区川沿１１条 ２丁目 ２－８

パックマンアサヅマ株式会社 札幌市  区流通センター１丁 ３番２８号

株式会社 セイコーフレッシュフーズ 札幌市  区流通センター７丁 ９番３５号流通センター第１ビル

篠路中央商店街振興組合 札幌市北区篠路７条７丁 １－３７

有限会社 こやなぎ 果 札幌市厚別区厚別中央 １条 ３丁目 １－３

株式会社 丸井   物店 札幌市東区北１９条東 １丁  １－２４

サッポロドラッグストアー輪厚ＤＣ 北広島市輪厚 業団地１丁 ３－１加藤産業㈱輪厚流通センター内

三菱 品株式会社 道央SDC 北広島市 曲 業団地７丁 ３－５

イオン札幌平岡店 札幌市清田区平岡３条５丁目３－１

イオン札幌桑園店 札幌市中央区北 ８条 １４丁 ２８番地

イオン札幌苗穂店 札幌市東区東苗穂２条３丁目１－１

イオン札幌元町店 札幌市東区北３１条東１５丁  １番１号

イオン札幌発寒店 札幌市 区発寒８条１２丁 １番地

イオンスーパーセンター 手稲山口店 札幌市手稲区明日風６丁目１番１号

イオン札幌藻岩店 札幌市南区川沿２条２丁目１－１

イオン札幌 岡店 札幌市豊平区 岡３条３丁 ４－１
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指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

まいばすけっと南５条 １０丁 店 札幌市中央区南５条 １０丁  サンハイツ南５条１階

まいばすけっと北５条 ２２丁 店 札幌市中央区北5条 22丁 2番1号

まいばすけっと南８条 ４丁 店 札幌市中央区南８条 ４丁 288番地１

まいばすけっと宮の森２条店 札幌市中央区宮の森2条5丁目2番8号

まいばすけっと南４条東４丁目店 札幌市中央区南４条東４丁目１番36号

まいばすけっと北２３条 ５丁 店 札幌市北区北23条 ５丁 １番35号  ビル１Ｆ

ネット楽宅便センター店 札幌市手稲区明日風６丁目１番１号

まいばすけっと北１１条東８丁 店 札幌市東区北１１条東８丁 １－３ 岡ビル１Ｆ

まいばすけっと北２３条 ３丁 店 札幌市北区北２３条 ３丁 １－１北２３条シティハウス１Ｆ

まいばすけっと北５条 １０丁 店 札幌市中央区北５条 １０丁 ５番地１ノースウエスト５１０ビル １Ｆ

まいばすけっと２４軒１条５丁目店 札幌市 区  四軒１条５丁 ５番地１号真 ビルサブウェイ２４ １F

まいばすけっと北１９条 ４丁 店 札幌市北区北１９条 ４丁 ２番２０号ヤノネビル１F

まいばすけっと北３０条 ５丁 店 札幌市北区北３０条 ５丁 １番１インターナショナルビル１F

まいばすけっと２４軒３条４丁目店 札幌市 区  四軒３条４丁 ６番７号栄輪ビル１F

まいばすけっと新琴似６条１丁目店 札幌市北区新琴似６条１丁 １番２０エンブレム札幌新琴似１Ｆ

まいばすけっと北１４条東１５丁 店 札幌市東区北１４条東１５丁 ３番５号 Ｓ・Ｔビル１Ｆ

まいばすけっと南郷通７丁 北店 札幌市  区南郷通７丁 北５番２９号スタジオセブンビル１Ｆ

まいばすけっと北２５条東１６丁 店 札幌市東区北２５条東１６丁 １番３号サンライズ元町渡部ビル

まいばすけっと厚別中央２条４丁目店 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９番１５号新札幌中央メディカル１階

まいばすけっと旭町３丁目店 札幌市豊平区旭町３丁目２番１号

まいばすけっと北１条東１丁 店 札幌市中央区北１条東１丁 ６番地３シティコート北１条１Ｆ

まいばすけっと月寒中央通４丁目店 札幌市豊平区月寒中央通４丁目４番３０号ノール月寒中央通１Ｆ

まいばすけっと南１条 １０丁 店 札幌市中央区南１条 １０丁 １番１号南 条道銀ビル１Ｆ

まいばすけっと 軒１条 １丁 店 札幌市 区 軒１条 １丁 ６番１５号 ルレーブ 軒１Ｆ

まいばすけっと月寒東５条１６丁目店 札幌市豊平区月寒東５条１６丁目１４番１４号

まいばすけっと南７条 １５丁 店 札幌市中央区南７条 １５丁 ２番３号 マウント・ビュー７１５ １階

イオン新さっぽろ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７－１

イオン札幌麻生店 札幌市北区北３９条 ４丁 １－５

イオン札幌琴似店 札幌市 区琴似２条４丁 ２－２

イオン札幌栄町店 札幌市東区北４２条東１６丁 １－５

イオン東札幌店 札幌市白石区東札幌３条２丁目１

まいばすけっと北２３条東１丁 店 札幌市東区北２３条東１丁 ８番１３号アコード２３ １Ｆ

まいばすけっと北７条 １７丁 店 札幌市中央区北７条 １７丁 ７－３４加藤ビル１Ｆ

まいばすけっと南９条 １７丁 店 札幌市中央区南９条 １７丁 １-１エスポワール旭 １Ｆ

まいばすけっと北６条東５丁 店 札幌市東区北６条東５丁 １－３ クリーンリバーフィネス札幌ミッドステージフロント１Ｆ １２１号

まいばすけっと北１１条 ４丁 店 札幌市北区北１１条 ４丁 ２番３号 ラビドールＮ１１ １Ｆ

まいばすけっと北１８条東１丁 店 札幌市東区北１８条東１丁 ３番２４号 岡崎ビル１Ｆ

まいばすけっと南２条 ８丁 店 札幌市中央区南２条 ８丁 ７番地 ホテルレオパレス札幌１Ｆ

まいばすけっと北９条東２丁 店 札幌市東区北９条東２丁 ３－１８ ルラシオン北９条１階

まいばすけっと南郷１３丁目駅前店 札幌市  区本郷通１３丁 南４－１ ムトウ ビル１階

まいばすけっと北２条 １４丁 店 札幌市中央区北２条 １４丁 ３－１３ Ｕ－Ｉビル１階

まいばすけっと南６条 ７丁 店 札幌市中央区南６条 ７丁 １－１ アルファスクエア南６条１F

まいばすけっと北3条 24丁 店 北海道札幌市中央区北3条 24丁 2-16グレイスコート円 北1Ｆ

まいばすけっと山の手３条１丁目店 札幌市 区 の 3条1丁 3－25プリエ琴似1Ｆ

ザ・ビッグ 岡店 札幌市豊平区 岡３条７丁 ２２０番地

マックスバリュ厚別店 札幌市厚別区厚別南５丁目２２番５０号

マックスバリュ北３２条店 札幌市北区北32条 13丁 １番１号

ザ・ビッグ東雁来店 札幌市東区東雁来10条3丁目1番6号

ザ・ビッグ石山店 札幌市南区石山2条9丁目7番58号

マックスバリュ東札幌店 札幌市白石区東札幌4条1丁目1番1号

札幌フードセンター森林公園店 札幌市厚別区厚別北2条5丁 1番1号

マックスバリュ北店 札幌市北区北25条 4丁 2番5号

マックスバリュ エクスプレス新道店 札幌市東区北34条東16丁 1番30号
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指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）
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マックスバリュ エクスプレス白石中央店 札幌市  区本通2丁 北8-45

ザ・ビッグ豊平店 札幌市豊平区豊平4条9丁目3番1号

札幌フードセンター月寒中央店 札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号

札幌フードセンター円山店 札幌市中央区 通 23丁 1番3号

マックスバリュ光星店 札幌市東区北13条東7丁 2番

マックスバリュ琴似店 札幌市 区琴似2条4丁 1番8号

マックスバリュ北26条店 札幌市東区北26条東15丁 1番20号

マックスバリュ平岸店 札幌市豊平区平岸3条13丁目6番1号

マックスバリュ元町店 札幌市東区北17条東16丁 1番10号

マックスバリュ菊水店 札幌市白石区菊水2条2丁目1番11号

マックスバリュ澄川店 札幌市南区澄川4条2丁目2番6号

マックスバリュ エクスプレス中の島店 札幌市豊平区中の島1条1丁目7番14号

マックスバリュ新琴似店 札幌市北区新琴似10条2丁 1番1号

マックスバリュ北野店 札幌市清 区北野7条3丁 7番15号

マックスバリュ琴似3条店 札幌市 区琴似3条7丁 5番16号

マックスバリュ南15条店 札幌市中央区南15条 14丁 1番22号

マックスバリュ厚別東店 札幌市厚別区厚別東1条1丁目3番1

マックスバリュ八軒５条店 札幌市 区 軒5条 4丁 3番1号

マックスバリュ マルヤマクラス店 札幌市中央区南1条 27丁 1番1号

マックスバリュ北40条店 札幌市東区北40条東1丁 3番1号

マックスバリュ新発寒店 札幌市手稲区新発寒2条1丁目1番3号

マックスバリュ北1条東店 札幌市中央区北1条東6丁 10番9号

マックスバリュ 寒 店 札幌市豊平区月寒中央通2丁目1番15号

マックスバリュ エクスプレス発寒南駅前店 札幌市 区 町北8丁 5番19号

ザ・ビッグ エクスプレス前田店 札幌市手稲区前田8条10丁目6番25号

ザ・ビッグ エクスプレスモエレ店 札幌市東区東苗穂13条2丁目12番1号

ザ・ビッグ エクスプレス栄町店 札幌市東区北41条東17丁 4番1号

マックスバリュ北郷店 札幌市  区北郷2条7丁 6番25号

ザ・ビッグ エクスプレス平岸店 札幌市豊平区平岸2条2丁目3番28号

まいばすけっと北13条 ３丁 札幌市北区北13条 ３丁 ２番１号アルファスクエア北13条ビル１Ｆ

まいばすけっと北23条 ６丁 札幌市北区北23条 ６丁 ２番53号ル・ノール北24条通１Ｆ

まいばすけっと南９条 １１丁 店 札幌市中央区南９条 １１丁 １番３０号ロックヒルズ札幌１F

イオンSuC石狩緑苑台店 石狩市緑苑台中央１丁目２番

株式会社 クローバー・マネジメント 札幌支店 札幌市中央区南 １条  ４丁 ２０番地札幌エスワンビル４階

井元米酒店 札幌市白石区菊水 ３条 ４丁目 ３－１２

ビバホーム 新琴似店 札幌市北区新琴似 １条 ７－ ９－５０

ビバホーム 平岸店 札幌市豊平区平岸 １条２２－ ２－１５

ビバホーム 豊平店 札幌市豊平区豊平６条９丁目２－１０

ビバホーム あいの 店 札幌市北区あいの １条６丁 ２－２

スーパービバホーム 手稲富丘店 札幌市手稲区富丘２条２丁目２番１号

スーパービバホーム 清田羊ケ丘通店 札幌市清田区真栄５２番地

スーパービバホーム 白石本通店 札幌市白石区本通２０丁目南１番１号

キテネ食品館 札幌市手稲区手稲本町 ２条 ４丁目 ８番２０号

札幌東酒販協同組合 札幌市豊平区旭町４丁目１番２２ 大越マンション１階

札幌南酒販協同組合 札幌市豊平区美園 ２条 ３丁目 ２番８号

札幌中酒販協同組合 札幌市豊平区美園 ２条 ３丁目 ２番 ８号

ツルハ北海道物流センター 石狩市新港南３丁目７０５番地１

札幌 酒販協同組合 札幌市中央区北１条 １６丁 北海道たばこ会館内２階

イトーヨーカドー 琴似店 札幌市 区琴似２条１丁 ４－１

イトーヨーカドー 屯田店 札幌市北区屯 ８条３丁 ５－１

イトーヨーカドー 福住店 札幌市豊平区福住２条１丁目２－５

イトーヨーカドー アリオ札幌店 札幌市東区北７条東９丁 ２－２０

 鮮 品流通センター  狩市新港 ２丁 ７０５－６
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ホクレンショップ 前田店 札幌市手稲区前田 ６条１５丁目 ３－３０

ホクレンショップ 中ノ沢店 札幌市南区中ノ沢 ２丁目 ２

ホクレンショップ 新発寒店 札幌市手稲区新発寒 ４条 １丁目 １－６０

ホクレンショップ ４９条店 札幌市東区北４９条東１５丁 ７２３－１

ホクレンFoodFarm 屯田８条店 札幌市北区屯  ８条１０丁  ６－１

ダイイチ 八軒店 札幌市 区 軒１０条東 ５丁  ２番１号

ダイイチ 白石神社前店 札幌市  区本通１３丁 北 ３番３９号

ダイイチ発寒中央駅前店 札幌市 区発寒 １０条 ３丁 １－１１

ダイイチ 清田店 札幌市清田区清田２条３丁目１８１－１

アインズ あいの 東光店 札幌市北区あいの １条５丁 ２－３東光ストア内

アインズ 福住 友店 札幌市豊平区福住 １条 ３丁目１０

アインズ 豊平東光店 札幌市豊平区豊平 ７条 ８丁目 ２－１

アインズ＆トルペ 月寒中央店 札幌市豊平区月寒中央通 ７丁目 ６－２０

アインズ＆トルペ 麻生店 札幌市北区北４０条  ４丁  ２－１５ 東光ストア内１F

アインズ＆トルペ 琴似店 札幌市 区琴似 １条 ４丁  ３－１８ 紀伊国屋ビル１F

アインズ＆トルペ 大通ビッセ店 札幌市中央区 通  ３丁  通ビッセB２F

アインズ＆トルペ 地下街店 札幌市中央区 通  ３丁  １１番地北洋ビルＢ２Ｆ

アインズ＆トルペ マルヤマクラス店 札幌市中央区南 １条 ２７丁  １８３－１マルヤマクラスＢ１

アインズ＆トルペ 宮の沢駅店 札幌市 区宮の沢 １条 １丁 １－３０ 宮の沢ターミナルビル地下１階

アインズ＆トルペ 札幌パセオ店 札幌市北区北 ６条  ２丁 １－７ パセオイースト１階

アインズ＆トルペ アリオ札幌店 札幌市東区北 ７条東 ９丁  ２ー２０ アリオ札幌内

アインズ＆トルペ新さっぽろデュオ店 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６番２号 新さっぽろアークシティｄｕｏ－１ Ｂ１階

ｱｲﾝｽﾞｱﾝﾄﾞﾄﾙﾍﾟ ル・トロワ店 北海道札幌市中央区 通 １３丁 ル・トロワB1 1F

共同作業所・HAPPＹ 札幌市 区 軒 ８条東 ５丁  ４－１８

東光ストア 低温ロジスティクスセンター 札幌市東区苗穂町９丁目１番１号

東区役所駅前店 北海道札幌市東区北１２条東７丁 １－１５

株式会社 伊藤塗工部 札幌市東区北１０条東１２丁  ３番８号

ビックリッキー  野店 札幌市 区 野 ３条１０丁 １２７－１０１

ビックリッキー 琴似店 札幌市 区  四軒 ３条 ４丁  １－１２

合同会社  友 旭ヶ丘店 札幌市中央区南 ８条 ２５－ ２－１

合同会社  友 元町北  四条店 札幌市東区北２４条東２０丁  ４－１

合同会社  友 平岸店 札幌市豊平区平岸 ２条１０丁目 ３－２８

合同会社  友 清 店 札幌市清田区平岡 １条 １丁目 １－３

合同会社  友  町店 札幌市 区 町南 ６丁  １－１

合同会社  友  稲店 札幌市手稲区前田 １条１１丁目３１１－１

合同会社  友 宮の沢店 札幌市 区宮の沢 １条 １丁  １－３０

合同会社  友 厚別店 札幌市厚別区厚別  ４条 ６丁 ７００－１２６

合同会社  友 福住店 札幌市豊平区福住 １条 ３丁目－１０

セブンイレブン 札幌厚別 ４条店 札幌市厚別区厚別  ４条 ２丁  ４－１５

セブンイレブン 札幌大谷地店 札幌市厚別区厚別中央２条１丁目２－１７

セブンイレブン 新札幌バスターミナル前店 札幌市厚別区厚別中央 ２条 ５丁目 ３－３５

セブンイレブン 札幌厚別中央５条店 札幌市厚別区厚別中央 ５条 ３丁目 １番地６号

セブンイレブン 札幌厚別東５条店 札幌市厚別区厚別東 ５条 ７丁目１２－１５

セブンイレブン 札幌厚別南５丁目店 札幌市厚別区厚別南 ５丁目 ２－５

セブンイレブン  葉町８丁 店 札幌市厚別区 葉町 ８丁  ６－１５

セブンイレブン 札幌曙６条店 札幌市手稲区曙 ６条 ３丁目 １－１

セブンイレブン 札幌曙２条店 札幌市手稲区曙 ２条 ２丁目 ４－３３

セブンイレブン 新発寒４条店 札幌市手稲区新発寒 ４条 ４丁目 ９－１４

セブンイレブン 札幌星置２条店 札幌市手稲区星置 ２条 ３丁目１４番１４号

セブンイレブン 札幌前田４条店 札幌市手稲区前田 ４条 ８丁目 １番１号

セブンイレブン 札幌富丘１条店 札幌市手稲区富丘 １条 ５丁目 １－２２

セブンイレブン 札幌清田２条店 札幌市清田区清田 ２条 ２丁目 １－１

セブンイレブン 札幌清田６条店 札幌市清田区清田 ６条 ２丁目１０－８
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配送先名称 配送先住所

セブンイレブン 札幌美しが丘３条店 札幌市清田区美しが丘３条７丁目１番40号

セブンイレブン 札幌平岡１条５丁目店 札幌市清田区平岡 １条 ５丁目 ２－１８

セブンイレブン 札幌平岡公園前店 札幌市清田区平岡 ５条 ４－ ９－１

セブンイレブン 札幌平岡８条店 札幌市清田区平岡 ８条 １丁目 １－１

セブンイレブン 札幌北野３条店 札幌市清 区北野 ３条 ５丁 １７－１２

セブンイレブン 札幌北野６条店 札幌市清 区北野 ６条 ２丁 １１－１

セブンイレブン 札幌 塚１条店 札幌市清 区 塚 １条 ４丁 ３３２－１

セブンイレブン 札幌 塚緑ヶ丘店 札幌市清 区 塚緑ヶ丘 ５丁  １－１

セブンイレブン 札幌琴似本通店 札幌市 区琴似 ２条 ２丁 ２７

セブンイレブン 札幌山の手３条店 札幌市 区 の  ３条 ５丁  １－１６

セブンイレブン 札幌宮の沢駅前店 札幌市 区発寒６条９丁 ２番１５号

セブンイレブン 札幌 町北店 札幌市 区 町北 ４丁  １－１

セブンイレブン 札幌 野２条店 札幌市 区 野 ２条 ３丁  １番１号

セブンイレブン 札幌 野４条４丁 店 札幌市 区 野 ４条 ４丁  ２－１

セブンイレブン 札幌 野６条店 札幌市 区 野 ６条 ３丁 １４－１１

セブンイレブン 札幌二十四軒２条店 札幌市 区  四軒 ２条 ７丁  ３番１６号

セブンイレブン 札幌琴似１条７丁目店 札幌市 区琴似１条７丁 ２番８号

セブンイレブン 札幌 軒６条 店 札幌市 区 軒 ６条  ６丁  ３番８号

セブンイレブン 札幌八軒８条店 札幌市 区 軒８条東４丁 １－１８

セブンイレブン 札幌発寒１２条店 札幌市 区発寒１２条 ３丁 １５番１号

セブンイレブン 札幌発寒１５条店 札幌市 区発寒１５条 ３丁  ３番６７号

セブンイレブン 札幌発寒７条店 札幌市 区発寒 ７条１０丁  １番３０号

セブンイレブン 札幌発寒８条店 札幌市 区発寒 ８条 ９丁  ４番４３号

セブンイレブン 札幌福井３丁目店 札幌市 区福井 ３丁 １４－３３

セブンイレブン 札幌平和店 札幌市 区平和 ２条 ４丁 １１番４０号

セブンイレブン 札幌宮の森４条店 札幌市中央区宮の森 ４条 ４丁目 ３－６

セブンイレブン  通 １３丁 店 札幌市中央区 通 １３丁  ４－１０２

セブンイレブン 札幌円山公園駅店 札幌市中央区 通 ２５丁 １－２ ハートランド円 ビル１階

セブンイレブン 札幌 通 ７丁 店 札幌市中央区 通 ７丁 １－１

セブンイレブン 札幌 通 ９丁 店 札幌市中央区 通  ９丁  ３－３３

セブンイレブン 札幌中央南１１条店 札幌市中央区南１１条 １３丁  １－２３

セブンイレブン 札幌山鼻店 札幌市中央区南１３条  ６丁  ４番１６号

セブンイレブン 札幌南高校前店 札幌市中央区南１９条  ７丁  ２番１号

セブンイレブン 札幌南１条 １１丁 店 札幌市中央区南 １条 １１丁 ３２７－２

セブンイレブン 札幌百合が原店 札幌市北区百合が原１０丁 １番２０号

セブンイレブン 札幌南４条 ３丁 店 札幌市中央区南 ４条  ３丁 １－２

セブンイレブン 札幌南４条 ７丁 店 札幌市中央区南 ４条  ７丁  １番地

セブンイレブン 札幌南４条東店 札幌市中央区南 ４条東 ４丁目－１

セブンイレブン 札幌南５条 ４店 札幌市中央区南 ５条  ４丁  ４－１ サンヨービル１階

セブンイレブン 南５条店 札幌市中央区南 ５条  ９丁 １００８

セブンイレブン 札幌南６条店 札幌市中央区南６条 １０丁 １０２０番地１

セブンイレブン南７条店 札幌市中央区南７条 １１丁 ２番７号

セブンイレブン 札幌南８条 ６丁 店 札幌市中央区南８条 ６丁 １０３６－５

セブンイレブン 札幌南９条 ３丁 店 札幌市中央区南 ９条  ３丁  １－１

セブンイレブン 札幌南９条 ４丁 店 札幌市中央区南 ９条  ４丁  ２－４

セブンイレブン 札幌北１条 ５丁 店 札幌市中央区北 １条  ５丁  ２番地７

セブンイレブン 札幌北２条東１丁 店 札幌市中央区北 ２条東 １丁  ３番２号

セブンイレブン 北７条 １２丁 店 札幌市中央区北７条 １２丁 ３－３

セブンイレブン 札幌北３条店 札幌市中央区北 ３条  ２丁  １－３０

セブンイレブン 札幌南４条店 札幌市中央区南 ４条  １４丁  １-３７

セブンイレブン 札幌北５条店 札幌市中央区北 ５条 １４丁 １－５１

セブンイレブン 札幌北５条 ６店 札幌市中央区北 ５条  ６丁  ２－２

セブンイレブン 札幌北６条店 札幌市中央区北 ６条 ２２丁  ２－７
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セブンイレブン札幌菊水３条店 札幌市白石区菊水３条３丁目１番５０号

セブンイレブン 札幌伏古８条店 札幌市東区伏古 ８条 ５丁目 １－２６

セブンイレブン 札幌北１２条東店 札幌市東区北１２条東１３丁  ２－２５

セブンイレブン 札幌北１５条東店 札幌市東区北１５条東１０丁 １－１

セブンイレブン 札幌北１８条東店 札幌市東区北１８条東 ７丁  １番２６号

セブンイレブン 札幌北２０条東店 札幌市東区北２０条東 １丁  １番２２号

セブンイレブン 札幌北２４条通り店 札幌市東区北２４条東１８丁  １－１

セブンイレブン 札幌北２４条東店 札幌市東区北２４条東 ６丁  １番２５号

セブンイレブン 札幌北２６条店 札幌市東区北２６条東１２丁  ３－３

セブンイレブン 札幌北２６条東２１丁 店 札幌市東区北２６条東２１丁  ６－２１

セブンイレブン 札幌北３５条東店 札幌市東区北３５条東 ７丁  ３－２８

セブンイレブン 札幌北３７条東店 札幌市東区北３７条東２７丁  １－７

セブンイレブン 札幌北４１条東９丁 店 札幌市東区北４１条東 ９丁  ２番１０号

セブンイレブン 札幌北丘珠店 札幌市東区北丘珠 １条 ３丁 ６５４番地３４

セブンイレブン 札幌石山東３丁目店 札幌市南区石山東３丁目７番３号

セブンイレブン 札幌真駒内南町店 札幌市南区真駒内南町 ４丁目 ２－１

セブンイレブン 札幌自衛隊駅前店 札幌市南区澄川 ４条７丁目３番２５号

セブンイレブン 札幌澄川５条１１丁目店 札幌市南区澄川 ５条１１丁目 ３番１２号

セブンイレブン 札幌川沿１２条店 札幌市南区川沿１２条 ４丁目 １－５３

セブンイレブン 川沿２条店 札幌市南区川沿２条３丁目８番１号

セブンイレブン 札幌藤野３条１１丁目店 札幌市南区藤野 ３条１１丁目２１番１号

セブンイレブン 札幌藤野３条２丁目店 札幌市南区藤野 ３条 ２丁目 １番２０号

セブンイレブン 札幌藤野３条店 札幌市南区藤野 ３条 ８丁目１３番７号

セブンイレブン 札幌真駒内幸町店 札幌市南区真駒内幸町１丁目２番１号

セブンイレブン 札幌川沿５条３丁目店 札幌市南区川沿５条３丁目１－１

セブンイレブン 札幌菊水元町７条店 札幌市白石区菊水元町 ７条 １丁目１０－１０

セブンイレブン 札幌川下公園前店 札幌市  区川北４条３丁 ８番１号

セブンイレブン 札幌白石中央１条店 札幌市白石区中央 １条 ４丁目 ３－３７

セブンイレブン 東札幌５条店 札幌市白石区東札幌 ５条 ２丁目 １－２８

セブンイレブン 東札幌５条４丁目店 札幌市白石区東札幌 ５条 ４丁目 ３－２５

セブンイレブン 札幌南郷通２１丁目店 札幌市白石区南郷通２１丁目南３－１２

セブンイレブン 札幌平和通１４丁目店 札幌市白石区平和通１４丁目南 ２－１５

セブンイレブン 札幌インター店 札幌市  区   １条 ３丁  ２－１５

セブンイレブン 札幌北郷２条店 札幌市  区北郷 ２条 ６丁  ４番７号

セブンイレブン 札幌流通センター前店 札幌市厚別区厚別中央４条２丁目２－２７

セブンイレブン 札幌北郷１丁 店 札幌市  区北郷 ３条 １丁  ６－２２

セブンイレブン 札幌北郷４丁 店 札幌市  区北郷 ３条 ４丁  ２番１０号

セブンイレブン 札幌北郷４条店 札幌市  区北郷 ４条１０丁  ７－１１

セブンイレブン 札幌北郷６条店 札幌市  区北郷６条４丁 １－１７

セブンイレブン 札幌北郷公園前店 札幌市  区北郷 ８条１０丁  ２－６０

セブンイレブン 札幌北郷９条店 札幌市  区北郷 ９条 ７丁  ６－１５

セブンイレブン札幌北３１条東店 札幌市東区北３１条東１９丁 １番１２号

セブンイレブン 札幌本通２丁 北店 札幌市  区本通２丁 北８番２７号

セブンイレブン 札幌美園５条店 札幌市豊平区美園５条４丁目１－２３

セブンイレブン 札幌月寒東１条店 札幌市豊平区月寒東 １条１７丁目 ２－１０

セブンイレブン 札幌月寒東１条６丁目店 札幌市豊平区月寒東１条６丁目１－２７

セブンイレブン 月寒２条店 札幌市豊平区月寒東２条１１丁目２－４

セブンイレブン 札幌月寒東３条店 札幌市豊平区月寒東３条４丁目１－３

セブンイレブン 月寒東5条店 札幌市豊平区月寒東 ５条 ９丁目 ４－２０

セブンイレブン 札幌 岡３条店 札幌市豊平区 岡 ３条 ８丁 １１番３７号

セブンイレブン 札幌中の島１条１０丁目店 札幌市豊平区中の島 １条１０丁目 ３－４

セブンイレブン 東札幌１条４丁目店 札幌市白石区東札幌１条４丁目７番２７号

セブンイレブン 札幌美園１０条店 札幌市豊平区美園１０条６丁目３－８
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配送先名称 配送先住所

セブンイレブン 札幌福住２条店 札幌市豊平区福住 ２条 ２丁目 １－１１９

セブンイレブン 札幌平岸１条環状通店 札幌市豊平区平岸１条１０丁目８番７号

セブンイレブン 札幌平岸２条７丁目店 札幌市豊平区平岸 ２条 ７丁目 ４－５

セブンイレブン 福住１条店 札幌市豊平区福住 １条 １丁目 １－１１

セブンイレブン 札幌平岸４条店 札幌市豊平区平岸４条９丁目１５番５号

セブンイレブン 札幌平岸３条店 札幌市豊平区平岸 ３条 ８丁目 ３－８

セブンイレブン 札幌豊平２条８丁目店 札幌市豊平区豊平２条８丁目１－３５

セブンイレブン 豊平７丁目店 札幌市豊平区豊平 ４条 ７丁目 １－１

セブンイレブン 豊平５条店 札幌市豊平区豊平 ５条 ２丁目 ３番６号

セブンイレブン 札幌豊平６条店 札幌市豊平区豊平６条７丁目１番４７号

セブンイレブン 札幌あいの ２条店 札幌市北区あいの  ２条 １丁 ２１－５

セブンイレブン 札幌篠路１０条店 札幌市北区篠路１０条 ４丁  ４－１０

セブンイレブン 札幌篠路店 札幌市北区篠路 ２条 ４丁  ６－１６

セブンイレブン 札幌篠路２条店 札幌市北区篠路 ２条 ８丁  ４－１５

セブンイレブン 札幌篠路７条店 札幌市北区篠路 ７条 ５丁  １－１２

セブンイレブン 札幌新琴似１１条 店 札幌市北区新琴似１１条１７丁 １－２９

セブンイレブン 新琴似１条店 札幌市北区新琴似 １条 ４丁  ８－２０

セブンイレブン 札幌新琴似２条店 札幌市北区新琴似 ２条１３丁  ９番１２号

セブンイレブン 札幌新琴似５条店 札幌市北区新琴似５条７丁 ７－２３

セブンイレブン 札幌新琴似６条東店 札幌市北区新琴似 ６条 ２丁  ４－６

セブンイレブン 札幌新川インター店 札幌市北区新川 ２条１２丁  ７－１

セブンイレブン 札幌新川２条店 札幌市北区新川２条４丁 ８番３５号

セブンイレブン 札幌新川４条店 札幌市北区新川 ４条１６丁  ２－２２

セブンイレブン 札幌新川 ３条店 札幌市北区新川  ３条 ３丁 １１－１５

セブンイレブン 札幌拓北店 札幌市北区拓北 ４条 ４丁  ４－１７

セブンイレブン 札幌屯田１１条店 札幌市北区屯 １１条 ３丁  ８－７

セブンイレブン 札幌屯 ６条 店 札幌市北区屯  ６条１０丁  １－２０

セブンイレブン 札幌屯田６条店 札幌市北区屯 ６条４丁 １番２５号

セブンイレブン 札幌季実の 店 札幌市北区屯  ８条 ７丁 １０－２０

セブンイレブン 札幌北２９条店 札幌市北区北２９条 １０丁 ２－７

セブンイレブン 札幌北２２条店 札幌市北区北２２条  ３丁  ２番１５号

セブンイレブン 札幌北２４条店 札幌市北区北２４条  ２丁  １－１

セブンイレブン 北２７条店 札幌市北区北２７条 １６丁  ３－１４

セブンイレブン 札幌北２８条店 札幌市北区北２８条  ５丁  ２－３０

セブンイレブン 札幌北３１条店 札幌市北区北３１条  ６丁  ３－２５

セブンイレブン 札幌北３５条店 札幌市北区北３５条  ４丁 

セブンイレブン 札幌北７条 ５店 札幌市北区北 ７条  ５丁  ５－３

セブンイレブン 札幌東茨 店 札幌市北区東茨  ２条 １丁 ７５番１

セブンイレブン 札幌中央卸売市場店 札幌市中央区北１２条 ２０丁  ２－１ 札幌中央卸売市場 産棟３階

カインズホーム 星置店 札幌市手稲区手稲山口４９７番地１

コープさっぽろ宅配物流センター 江別市東野幌町２８－７

丸正 品 北３４条店 札幌市北区北３３条 ４丁 北３４条ターミナルビル地下１階

道央 果協同組合 札幌市中央区北１２条 ２０丁  ２番２号 札幌中央卸売市場  果棟３階

有限会社 村上商店 北海道札幌市南区藤野５条２丁 ２－１

久保商会 北海道札幌市 区  四軒４条４丁 1-35

有限会社 北海道新聞厚地販売所 札幌市東区北３１条東１２丁 １番５号

有限会社 もみじや明商店 札幌市南区定山渓温泉東 ３丁目２３５番地

株式会社 北基サービス 札幌市白石区南郷通 １丁目南 ７番１４号

熊谷商店 札幌市豊平区平岸 ２条 １丁目 １－１

恵比寿屋 栄通店 札幌市白石区栄通 ６丁目 ５番１９号

メガセンタートライアル 伏古店 札幌市東区伏古１３条 ３丁目２１－１

光ハイツヴェラス 売店 札幌市 区  四軒 ４条 １丁  ３－１ 光ハイツヴェラス内 売店

ドラッグ ウエマツ 札幌市  区北郷 ４条 ４丁  １－１
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配送先名称 配送先住所

札幌  東簡易郵便局 札幌市南区石山東 ４丁目 ８－３８

株式会社 大粧 札幌市  区平和通１５丁 北１２－１

株式会社 リビングいずみや 札幌市白石区本郷通１２丁目南 ２番９号

一条橋薬局 札幌市中央区南 １条東 ５丁目 １番地２５．２６

不 薬局 札幌市 区福井 ５丁 １８番３９号

フードＤＶａｌｕｅ 札幌市清田区美しが丘 ４条 ６丁目 １－１

株式会社 木工フードセンター 札幌市 区発寒 ７条１１丁  ４番３１号

バイヤーズボックス 札幌市豊平区豊平３条９丁目３番１０号

株式会社 アクティブ 札幌市中央区南４条 7丁 ６番地 ビッググループ本社ビル１階

有限会社 柏原まごべい商店 屯田店 札幌市北区屯 ２条１丁 ７－２９

キタコー 株式会社 本社 札幌市中央区南 １条  ６丁  ７ センチュリービル２階

有限会社 沢口商店 札幌市豊平区平岸 ４条１２丁目 ５－２１

シルバーハイツ羊ヶ丘 １・２番館 売店 札幌市豊平区福住 ３条 ３丁目 ６番１号 シルバーハイツ羊ヶ丘 １番館 １階

有限会社 トガシ薬局 札幌市東区北 ７条東 ５丁 １７

有限会社 丸泉 旗  物店 札幌市白石区東札幌 ６条 ４丁目 １－２

株式会社 どうしん中川販売店 札幌市豊平区福住 １条 ５丁目 ８番２２号

ライフショップ ヤオキ 札幌市豊平区月寒東 ５条１８丁目 ９番１５号

株式会社 一ウ商事 札幌市 区 野 ２条 ６丁 ９８番１

マリー薬局 札幌市 区  四軒 ４条 ６丁  ５番２１号

札幌 果物商業協同組合 関連商品事業部 札幌市中央区北１２条 ２０丁  ２－２ 中央卸売市場  果棟 １階購売

セブンイレブン 札幌北３９条店 札幌市北区北３９条  ３丁  １－１８

株式会社 ミタカ商会 札幌市  区北郷 ４条 ２丁 １５番４３号

有限会社 森  物燃料店 札幌市東区北４６条東 ８丁  １－３

株式会社大丸松坂屋百貨店大丸札幌店 札幌市中央区北 ５条  ４－ ７

ヴェラス・クオーレ南１９条 札幌市中央区南１９条 １１丁 １－１５

有限会社 加藤販売所 札幌市南区真駒内泉町 ２丁目 ２番３１号

有限会社 野月商店 札幌市白石区菊水 ３条 １丁目 ７－５

川端商店 札幌市豊平区月寒東 ２条２０丁目 ２－７

株式会社 フジヤエイド 札幌市東区北 ９条東１６丁  １番２０号

有限会社 源光 物店 札幌市 区発寒 ４条 ４丁  ３－１５

有限会社 石川新聞店 札幌市中央区南 ５条 ２０丁  １－７

株式会社 厨房ファクトリー 手稲店 札幌市手稲区稲穂 ２条 ２丁目 １－１

株式会社 どうしん厚別販売センター 札幌市厚別区厚別北４条４丁 １番１号

株式会社 道新たちばな 札幌市 区 野 ７条 ７丁  １－１５

薬マツモトキヨシ 札幌南１条店 札幌市中央区南 １条  ３－８

薬マツモトキヨシ 札幌狸 路店 札幌市中央区南 ２条  ３－ 1－５

薬マツモトキヨシ プロム山鼻店 札幌市中央区南２２条 １２丁 １番２

薬マツモトキヨシ 札幌狸 路パートⅡ店 札幌市中央区南３条 ３丁 １３番地１

薬マツモトキヨシ 札幌南5条 3丁 店 札幌市中央区南５条 ３丁 ６－１

株式会社 石田商店 札幌市中央区南２１条  ８丁  １－３７

セブンイレブン 札幌北インター店 札幌市北区北３３条  ２丁  ２－１７

株式会社 大倉産業 札幌市東区東雁来 ６条 ２丁目 ７－２３

パッケージショップオオクラ 札幌市東区北２２条東１６丁  １－１３タブサビル１階

はるな作業所 札幌市 区琴似４条７丁 ２番２５号

パッケージショップ ヤマヤ 札幌市中央区北 ４条 １２丁  １番地

福助 中央店 札幌市中央区南１０条  ６丁  ６番２１号

株式会社 ドン・キホーテ 手稲店 札幌市手稲区前田 ５条１１－ ７－１０

株式会社 ドン・キホーテ 平岡店 札幌市清田区平岡 ４条 １－ １－３５

株式会社 ドン・キホーテ 札幌店 札幌市中央区南２条 ３丁 ６

株式会社 ドン・キホーテ 北４２条店 札幌市東区北４２条東 ７－ １－ １

ＭＥＧＡドン・キホーテ札幌狸 路本店 札幌市中央区南3条 4丁 12-1

ＭＥＧＡドン・キホーテ篠路店 北海道札幌市北区太平12条1丁 1-1

セブンイレブン 札幌真栄４条店 札幌市清田区真栄 ４条 ２丁目１８－２２
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コープさっぽろ宅配物流センター 江別市東野幌町２８－７

ホクレンショップFoodFarm 平岡公園通り店 札幌市清 区 塚緑ケ丘 ５丁  １番１０号

フランクショップ しんこう 札幌市北区新琴似 １条１１丁  １－１

まるやす 本店 札幌市中央区北１０条 １９丁 ３５－２６

セブンイレブン 札幌北１ ４店 札幌市中央区北 １条  ４丁  ２－２ 札幌ノースプラザ１階

セブンイレブン 札幌駅バスターミナル前店 札幌市中央区北４条 ２丁 １－２５

有限会社 北海道新聞中 専売所 札幌市東区北１１条東 ３丁  ２－１０

セブンイレブン 札幌本町２条店 札幌市東区本町 ２条 ４丁目８－１３

セブンイレブン 札幌南２ ９店 札幌市中央区南 ２条  ９丁  １－１

セブンイレブン 札幌南平岸店 札幌市豊平区平岸 ４条１４丁目 １－３

セブンイレブン 札幌東苗穂４条店 札幌市東区東苗穂 ４条 ２丁目 ３－３１

セブンイレブン 札幌北郷５条店 札幌市  区北郷５条３丁 １２番１号

セブンイレブン 札幌  中央通店 札幌市白石区菊水元町 ７条 ３丁目 １－８

セブンイレブン 札幌南郷通５丁 北店 札幌市  区南郷通 ５丁 北 １－１

セブンイレブン 札幌狸 路３丁 店 札幌市中央区南 ３条  ３丁  １８番地

セブンイレブン 札幌月寒東１９丁目店 札幌市豊平区月寒東 ５条 １９丁目 ４－２１

セブンイレブン 札幌南２東２店 札幌市中央区南２条東 ２丁目 １８－１

セブンイレブン札幌発寒南駅前店 札幌市 区 町北 ８丁 ２番２７号

セブンイレブン札幌 宮の沢４条店 札幌市 稲区 宮の沢４条２丁 ４番２６号

セブンイレブン札幌厚別中央１条店 札幌市厚別区厚別中央 １条 ７丁目 ５番 ２７号

フレンドリーショップたに 札幌市白石区栄通 １０丁目 ５番 ５号

セブンイレブン札幌北３３条店 札幌市北区北 ３３条  １０丁  １番１号

社会福祉法 愛敬園 北愛館 札幌市 稲区 宮の沢 ６条 ２丁  ５－７

セブンイレブン札幌南２０条 ８丁 店 札幌市中央区南 ２０条  ８丁  １－２５

北海学園 活協同組合 札幌市豊平区旭町 ４丁目 １番４０号

セブンイレブン札幌手稲本町３条４丁目店 札幌市手稲区手稲本町３条４丁目１番７号

全日食チェーンシティマーケット手稲富丘店 札幌市手稲区富丘２条２丁目１０－５

北海市場 屯 店 札幌市北区屯 8条4丁 5-2

セブンイレブン札幌豊平１３丁目店 札幌市豊平区豊平 ３条 １３丁目 １－１２

セブンイレブン札幌北１条東１２丁 店 札幌市中央区北１条東１２丁 ２２－８０

セブンイレブン札幌南１９条 １２丁 店 札幌市中央区南１９条 １２丁 １－８

セブンイレブン札幌南６条 １８丁 店 札幌市中央区南６条 １８丁 ３番１４号

セブンイレブン札幌南４条 １店 札幌市中央区南４条 １丁 ２－１

セブンイレブン札幌川下２条店 札幌市白石区川下２条５丁目２番８号

セブンイレブン札幌北１３条東駅前店 札幌市東区北１３条東１丁 ２－１

セブンイレブン札幌円 裏参道店 札幌市中央区南１条 ２０丁 ２－１３

セブンイレブン札幌東苗穂７条店 札幌市東区東苗穂７条３丁目１－１

北海道 空株式会社 札幌市  区北郷８条３丁 ６番５４号

セブンイレブン札幌南円山店 札幌市中央区南４条 ２４丁 １番２９号

セブンイレブン 札幌北９条  四軒通店 札幌市中央区北９条 ２４丁 ４番１号

セブンイレブン 札幌 岡２条店 札幌市豊平区 岡２条１丁 ４番１１号

セブンイレブン 札幌北５条東２丁 店 札幌市中央区北５条東２丁 １番２１号

セブンイレブン 札幌発寒１１条店 札幌市 区発寒１１条６丁 ３番２０号

株式会社 北海道三喜 平岡イオンタウン店 札幌市清田区平岡２条５丁目２番５５号

株式会社 北海道三喜 新琴似店 札幌市北区新琴似7条8丁 5-24

株式会社 北海道三喜 クロスモール新発寒店 札幌市手稲区新発寒２条１丁目１－５

株式会社 北海道三喜 クロスモール新琴似店 札幌市北区新琴似１条12丁 ６番58号

セブンイレブン 札幌南１６条店 札幌市中央区南１６条 １４丁 

セブンイレブン 北海道庁別館店 札幌市中央区北３条 ７丁 ５番地１

セブンイレブン 札幌澄川６条店 札幌市南区澄川６条３丁目３番２５号

セブンイレブン 札幌栄通１６丁目店 札幌市白石区栄通１６丁目１－２５

ＮＰＯ法 Ｒｅ らぶ 札幌市  区南郷通７丁 北５番２９号スタジオセブンビル ２Ｆ

セブンイレブン 札幌本通９丁目店 札幌市白石区本通９丁目南４－１０

取
扱
店



指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

めだか共同作業所 札幌市 区 町北１８丁 ２－１－１０１

セブンイレブン 札幌月寒東水源池通店 札幌市豊平区月寒東３条８丁目２－５

セブンイレブン 札幌宮の森１条店 札幌市中央区北４条 ２９丁 ２－１５

ビックカメラ札幌店 札幌市中央区北５条 ２丁 １札幌ＥＳＴＡ ＪＲタワー内

医療法 社団 札幌優翔館病院 内売店 札幌市北区東茨 ２条２丁 ８番２５号

セブンイレブン 札幌 ４丁 駅前店 札幌市中央区南１条 ４丁 ４－１

アウトロー 本郷店 札幌市白石区本郷通８丁目南２－５

セブンイレブン 札幌北４条東１丁 店 札幌市中央区北４条東１丁 １－２

ＭＥＧＡドン・キホーテ新川店 札幌市北区新川２条７－３－２０

株式会社 てらさわ厚別 葉店 札幌市厚別区 葉町３丁 ３番１号

セブンイレブン札幌 軒５条 店 札幌市 区 軒５条 ３丁 ３番２０号

セブンイレブン札幌 軒５条 ９丁 店 札幌市 区 軒５条 ９丁 ５－１

セブンイレブン札幌 野５条店 札幌市 区 野５条６丁 １２－１４

セブンイレブン札幌南９条 ７丁 店 札幌市中央区南９条 ７丁 ２８５－５５

セブンイレブン札幌南１１条 ９丁 店 札幌市中央区南１１条 ９丁 ３－４６

セブンイレブン札幌北４５条東１４丁 店 札幌市東区北４５条東１４丁 ２番１２号

セブンイレブン札幌発寒４条店 札幌市 区発寒４条２丁 ４番１号

株式会社ナカジマ薬局 ヘルスケア事業部 札幌市中央区北１０条 ２４丁 ２番１５号

セブンイレブン札幌啓明店 札幌市中央区南１４条 １９丁 ２－１

セブンイレブン札幌八軒１条東１丁目店 札幌市 区 軒１条東１丁 １番１号

サンドラッグ北郷店 札幌市  区北郷３条６丁 １－１６

サンドラッグ 岡店 札幌市豊平区 岡３条５丁 １－１４

サンドラッグ新琴似店 札幌市北区新琴似７条１２丁 ３

サンドラッグ北２０条店 札幌市東区北２０条東８丁 １２－１

サンドラッグ南郷通りルーシー店 札幌市白石区栄通１８丁目５－３５

サンドラッグ星置店 札幌市手稲区星置１条３丁目２－２

サンドラッグ 野3条店 札幌市 区 野３条6丁 2-10

サンドラッグ伏古店 札幌市東区伏古１３条３丁目２１－１

サンドラッグ藤野店 札幌市南区藤野２条４丁目１６

サンドラッグ手稲前田店 札幌市手稲区前田５条１３丁目３－１

サンドラッグもみじ台店 札幌市厚別区もみじ台北７丁 １－７

サンドラッグ屯田店 札幌市北区屯 ８条４丁 １－２４

サンドラッグ美しが丘店 札幌市清田区美しが丘３条４丁目１－２０

サンドラッグ伏古６条店 札幌市東区伏古６条４丁目１－１

サンドラッグ北４１条店 札幌市東区北４１条東９丁 ３－１

サンドラッグ狸 路２丁 店 札幌市中央区南３条 ２丁 １２－１

サンドラッグ新発寒５条店 札幌市手稲区新発寒５条３丁目１－１４

サンドラッグ北３４条 店 札幌市北区北３４条 １１丁 ３－１６

サンドラッグ上野幌店 札幌市厚別区上野幌３条４丁目１９－２６

サンドラッグ南郷４丁目店 札幌市  区南郷通４丁 北１－３６

サンドラッグ 寒 店 札幌市豊平区 寒 ３条１０丁 ２－３０

サンドラッグ南４条店 札幌市中央区南４条 １８丁 １－１５

サンドラッグ発寒６条店 札幌市 区発寒６条９丁 １７－４０

サンドラッグ平岡３条店 北海道札幌市清 区平岡三条１丁 １-８

サンドラッグ北野４条店 札幌市清 区北野４条２丁 ８－３３

サンドラッグ平岡７条店 札幌市清田区平岡7条3丁目18番47号

サンドラッグ狸 路４丁 店 札幌市中央区南２条 ４丁 ８

セブンイレブン札幌白石中央２条店 札幌市白石区中央２条１丁目６番２０号

セブンイレブン札幌手稲稲穂店 札幌市手稲区稲穂２条４丁目１０番５号

ドラッグセイムス北１８条店 札幌市北区北１７条 ４丁 ２１

ドラッグセイムス環状通美園店 札幌市白石区東札幌１条６丁目１－１３

ドラッグセイムス札幌苗穂店 札幌市東区北１２条東１７丁 １－１０

株式会社オストジャパングループ新規事業開発本部 札幌市白石区平和通１丁目南２番３号
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指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

ドラッグセイムス平和通店 札幌市白石区平和通１丁目南２番３号

セブンイレブン札幌琴似３条２丁目店 札幌市 区琴似３条２丁 １番７号

セブンイレブン札幌北２１条東８丁 店 札幌市東区北２１条東８丁 １番３号

セブンイレブン札幌北４２条東１８丁 店 札幌市東区北４２条東１８丁 １番３号

セブンイレブン札幌新琴似４番通店 札幌市北区新琴似７条６丁 ４番２５号

セブンイレブン札幌大通東４丁目店 札幌市中央区大通東４丁目２番地

中央バス商事株式会社 札幌市 区  四軒３条７丁 ２番３９号

セブンイレブン 北２条 １３丁 店 札幌市中央区北２条 １３丁 １－１３

セブンイレブン札幌南２１条 １４丁 店 札幌市中央区南２１条 １４丁 ３－２０

セブンイレブン札幌南１４条 １５丁 店 札幌市中央区南１４条 １５丁 ３番１号

セブンイレブン札幌前田４条７丁目店 札幌市手稲区前田４条７丁目４番１号

セブンイレブン 札幌曙１２条店 札幌市手稲区曙１２条２丁目１５－１

セブンイレブン札幌宮の沢２条店 札幌市 区宮の沢２条４丁 ４番３３号

セブンイレブン札幌北３９条東１６丁 店 札幌市東区北３９条東１６丁 ２－１

セブンイレブン札幌北３７条店 札幌市北区北３７条 ７丁 ３番２８

セブンイレブン札幌月寒中央通４丁目店 札幌市豊平区月寒中央通４丁目４番１号

セブンイレブン札幌北１１条東３丁 店 札幌市東区北１１条東３丁 ２－２０

マルコストアー 本店 札幌市北区篠路２条５丁 １０番１号

ウィズマート山口店 札幌市手稲区曙１１条１丁目３－１５

セブンイレブン札幌南３条 ２丁 店 札幌市中央区南３条 ２丁 ３－２

セブンイレブン札幌 岡４条店 札幌市豊平区 岡４条１３丁 ２２番２０号

セブンイレブン札幌北１８条東１５丁 店 札幌市東区北１８条東１５丁 １－２

セブンイレブン 札幌山の手２条７丁目店 札幌市 区 の ２条７丁 ２－２７

セブンイレブン 札幌太平６条１丁目店 札幌市北区太平６条１丁 ２－５

ヤマザキショップ石山東店 札幌市南区石山東７丁目１－８

株式会社 キョーリツ事務機 札幌市白石区川下２０８６番地

セブンイレブン札幌北３条 ２８丁 店 札幌市中央区北３条 ２８丁 ２－１５

スーパーエース美香保店 札幌市東区北１８条東８丁 ２－１５

スーパーエース３０条店 札幌市東区北３０条東８丁 １－２

スーパーエース屯田店 札幌市北区屯 ５条３丁 ２－２３

スーパーエース２３条店 札幌市北区北２３条 ５丁 ２－３５

スーパーエース北１８条店 北海道札幌市北区北１８条 ４丁 ２－２０北１８条ハイツ１階

スーパーエース月寒サンウェル店 札幌市豊平区月寒東3条4丁目2-6

セブンイレブン札幌本通１８丁目店 札幌市  区本通１８丁 北３－７０

セブンイレブン札幌太平７条店 札幌市北区太平７条７丁 １－４０

セブンイレブン札幌北２１条東１５丁 店 札幌市東区北２１条東１５丁 ４-２３

セブンイレブン札幌琴似２条５丁目店 札幌市 区琴似２条５丁 ３－２０

株式会社 成瀬商会 札幌市中央区南１０条 ８丁 ４－１

株式会社 東京堂  狩市新港南２丁 ７１８番２ 北海道丸和ロジスティック内

セブンイレブン 札幌狸 路４丁 店 札幌市中央区南３条 ４丁 １６－３

セブンイレブン 札幌新川通り店 札幌市 区 軒１０条 ６丁 ５－５

しらかばの杜 売店 札幌市豊平区月寒東３条１８丁目２０－４８

セブンイレブン札幌前田２条１０丁目店 札幌市手稲区前田２条１０丁目１－２２

セブンイレブン札幌北３４条東１３丁 店 札幌市東区北３４条東１３丁 ２番２１号

セブンイレブン札幌北郷３条店 札幌市  区北郷３条１１丁 ８－２７

セブンイレブン 福住中央通店 札幌市豊平区福住２条５丁目１－３０

セブンイレブン 札幌澄川駅前店 札幌市南区澄川４条２丁目１－８

アサヒ薬局 月寒店 札幌市豊平区月寒中央通５丁目２番２６号

   援センターあゆみ 札幌市南区石山１条６丁目１番１９号

セブンイレブン 札幌琴似２条店 札幌市 区琴似２条５丁 ２－６

セブンイレブン 札幌発寒６条１３丁目店 札幌市 区発寒６条１３丁 １０番２５号

セブンイレブン 伏古１２条店 札幌市東区伏古１２条５丁目７－１０

セブンイレブン 札幌北４条 ２５丁 店 札幌市中央区北４条 ２５丁 １番１号
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指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

セブンイレブン 札幌南２条 １丁 店 札幌市中央区南２条 １丁 ８－１

セブンイレブン札幌厚別中央３条店 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目２－１

セブンイレブン札幌藤野２条店 札幌市南区藤野２条６丁目７－１

セブンイレブン札幌伏古14条店 札幌市東区伏古14条3丁目11-1

セブンイレブン札幌南３条 ８丁 店 札幌市中央区南３条 ８丁 ９番２号

セブンイレブン札幌北１０条 ２０丁 店 札幌市中央区北１０条 ２０丁 ２番１８号

セブンイレブンすすきの交番前店 札幌市中央区南４条 ３丁 ３－１ 第２Ｇビル

サイキプラス 札幌市 区発寒３条１丁 １０－６アムール発寒１Ｆ

セブンイレブン 発寒１３条４丁目店 札幌市 区発寒１３条４丁 １３番７９号

セブンイレブン 札幌東雁来11条店 札幌市東区東雁来１１条３丁目２番３５号

セブンイレブン札幌南５条東店 札幌市中央区南５条東３丁目２－２

札苗商店街振興組合 札幌市東区東苗穂７条２丁目２番２５号 Ｃ７ビル３階

セブンイレブン札幌大通東３店 札幌市中央区大通東３丁目２

セブンイレブン札幌北２条東８丁 店 札幌市中央区北２条東８丁 ８６－１９

セブンイレブン札幌伏 店 札幌市中央区南１６条 １８丁 ３番２２号

彩香 札幌市北区太平４条１丁 ２番２１号 ウェカルバ太平 別棟

セブンイレブン札幌石山２条店 札幌市南区石山２条４丁目２－１

セブンイレブン札幌南１条 ６丁 店 札幌市中央区南１条 ６丁 ９

セブンイレブン 北海道庁別館店 札幌市中央区北３条 ７丁 ５番地１

セブンイレブン 札幌東苗穂１条店 札幌市東区東苗穂１条２丁目３－２７

セブンイレブン 札幌医大前店 札幌市中央区南１条 １６丁 １番地２４９

セブンイレブン 札幌北郷３条８丁 店 札幌市  区北郷３条８丁 ５－１

セブンイレブン 札幌澄川5条店 北海道札幌市南区澄川五条３丁 １番1号

セブンイレブン 札幌新琴似8条１３丁目店 札幌市北区新琴似８条13丁 2番22号

セブンイレブン札幌厚別東２条店 札幌市厚別区厚別東２条４丁目６－６

セブンイレブン札幌ひばりが丘店 札幌市厚別区厚別南１丁目２－２

セブンイレブン札幌南３条 ６丁 店 北海道札幌市中央区南３条 ６丁 ８番地

セブンイレブン札幌南1条 14丁 店 札幌市中央区南1条 14丁 291-81ウィステリア南1条1階

セブンイレブン札幌厚別北3条店 北海道札幌市厚別区厚別北三条2丁 11-16

セブンイレブン札幌菊水9条店 札幌市白石区菊水９条１丁目５－１０

セブンイレブン さっぽろ創世スクエア店 札幌市中央区北 条 1丁 6番地さっぽろ創世スクエア1階

セブンイレブン札幌川下4条店 札幌市白石区川下四条5丁目4-1

セブンイレブン札幌北8条東5丁 札幌市東区北 条東5丁 19-1

セブンイレブン札幌 28丁 駅前店 札幌市中央区北5条 27丁 2-6

セブンイレブン札幌菊水5条店 札幌市白石区菊水五条2丁目3番22号

セブンイレブン札幌東苗穂３条店 札幌市東区東苗穂三条3丁目1-53

セブンイレブン札幌元町駅前店 北海道札幌市東区北  三条東１５丁 ４－１

セブンイレブン札幌北４４条店 北海道札幌市東区北44条東1丁 2-1

セブンイレブン札幌山の手1条店 札幌市 区 の  １条１１丁  ５番１７号

セブンイレブン 札幌新発寒５条店 札幌市手稲区新発寒5条1丁目6-35

ジェイ・アール 鮮市場 北10条店 札幌市東区北10条東5丁 1－40

セブンイレブン 札幌厚別中央４条店 札幌市厚別区厚別中央4条5丁目2-8

セブンイレブン札幌月寒中央通店 札幌市豊平区月寒中央通９丁目３－２

セブンイレブン札幌平岡３条店 札幌市清田区平岡３条１丁目１番５号

セブンイレブン北海道ST札幌パセオ 店 札幌市北区北６条 ２丁 パセオウエスト１F

セブンイレブン北海道ST真駒内店 札幌市南区真駒内17-555

セブンイレブン北海道ST新琴似店 札幌市北区新琴似9条1丁 808-8

セブンイレブン北海道ST  店 札幌市北区北40条 4丁 地下鉄  駅構内

セブンイレブン北海道ST 通店 札幌市中央区 通 ３丁 地下鉄 通駅構内

セブンイレブン北海道ST 通東店 札幌市中央区 通 ２丁 地下鉄 通駅構内

セブンイレブン北海道ST札幌ステラプレイス店 札幌市中央区北5条 2丁 5番札幌ステラプレイス地下1階

セブンイレブン北海道STサッポロファクトリー店 札幌市中央区北2条東4丁 1-2

セブンイレブン北海道ST JR琴似店 札幌市 区琴似2条1丁 1-10JR琴似駅構内
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セブンイレブン北海道ST JR  店 札幌市  区平和通3丁 北6-1JR  駅構内

セブンイレブン北海道ST桑園店 札幌市中央区北10条 15丁 1

セブンイレブン北海道ST桑園東店 札幌市中央区北10条 14丁 1-1JR桑園駅構内

セブンイレブン北海道ST地下鉄新さっぽろ店 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6-1地下鉄新さっぽろ駅構内

セブンイレブン札幌前田８条店 札幌市手稲区前田８条１２丁目５－１２

セブンイレブン札幌北17条店 札幌市北区北１７条 ３丁 １番１２号

セブンイレブン札幌前田６条12丁目店 札幌市手稲区前田6条12丁目5-1

セブンイレブン札幌北２３条店 札幌市北区北２３条 ６丁 ２－４１

クーリッチ 札幌市北区拓北７条２丁 ９番２３号

なんでもリサイクル ビッグバン札幌出張買取センター 札幌市東区北３７条東２５丁 １－２０

セブンーイレブン札幌 町南１３丁 店 札幌市 区 町南１３丁 １－１

セブンイレブン北海道ＳＴ苗穂店 札幌市中央区北３条東11丁 ＪＲ苗穂駅構内

セブンイレブン北海道ST 稲店 札幌市手稲区手稲本町１条４丁目３番７号ＪＲ手稲駅構内

セブンイレブン 札幌円山動物園店 札幌市中央区宮ケ丘３番地１

セブンイレブンKOYO北海道がんセンター店 札幌市白石区菊水４条２丁目３番５４号
セブンイレブン札幌澄川中央店 札幌市南区澄川３条４丁目３番10号

札幌中央郵便局 札幌市東区北６条東１丁 ２－１

札幌南三条郵便局 札幌市中央区南３条 ３丁 

豊平橋郵便局 札幌市豊平区豊平４条２丁目６－１２

篠路郵便局 札幌市北区篠路３条５丁 １－５

厚別郵便局 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目１－１

豊平郵便局 札幌市豊平区美園３条６丁目３－４

 稲郵便局 札幌市手稲区前田７条１１丁目１－１

札幌北五条中郵便局 札幌市中央区北５条 ６丁 １－１第２道通ビル

札幌南 条郵便局 札幌市中央区南１条 ５丁 ２０

  中央通郵便局 札幌市白石区中央１条７丁目９－３０

札幌南郵便局 札幌市南区真駒内泉町１丁目１－１

札幌新琴似郵便局 札幌市北区新琴似７条５丁 ３－１９

札幌南 条 郵便局 札幌市中央区南８条 ９丁 １０３２

札幌 郵便局 札幌市 区 の ５条１丁 ３－１

札幌南五条郵便局 札幌市中央区南５条 ６丁 １３－１

札幌北三条郵便局 札幌市中央区北３条 ３丁 

札幌北 条郵便局 札幌市中央区北２条東２丁 キョウエイ札幌ビル

札幌北 条郵便局 札幌市中央区北１条 １０丁 

藤野郵便局 札幌市南区藤野２条７丁目２－５

札幌南四条郵便局 札幌市中央区南４条東２丁目１５

札幌北七条郵便局 札幌市北区北７条 ６丁 １－４

茨 郵便局 札幌市北区東茨 ２条１丁 ６０－５

永 記念公園前郵便局 札幌市中央区北２条東７丁 

札幌南 条中郵便局 札幌市中央区南１条 １１丁 ３２７－６ＴＳ札幌ビル

定 渓郵便局 札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８

札幌南 条郵便局 札幌市中央区南８条 ４丁 ２８８

札幌北五条郵便局 札幌市中央区北５条 １４丁 １－３０パ－トナー北５条ビル

札幌南 条 郵便局 札幌市中央区南１条 １８丁 １

札幌北 病院前郵便局 札幌市北区北１４条 ５丁 ８番地１

札幌南 四条郵便局 札幌市中央区南１４条 ７丁 ２－１７

札幌北 三条東郵便局 札幌市東区北１３条東１５丁 ３－３７

札幌南六条郵便局 札幌市中央区南６条 １２丁 １３０２－２２

札幌円 郵便局 札幌市中央区南２条 ２４丁 １－１

苗穂駅前郵便局 札幌市中央区北２条東１２丁 ９８

豊平六郵便局 札幌市豊平区豊平３条７丁目３－１５

札幌菊 北郵便局 札幌市白石区菊水７条２丁目２－６

札幌南  条郵便局 札幌市中央区南１１条 １４丁 １－６
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札幌北  条郵便局 札幌市東区北１２条東１丁 １－２

札幌南 条東郵便局 札幌市中央区南１条東５丁目１

札幌北 条 郵便局 札幌市中央区北１条 ２０丁 ２－５

札幌北九条郵便局 札幌市東区北９条東７丁 

  東屯 通郵便局 札幌市中央区南１８条 ８丁 １－２２

札幌苗穂郵便局 札幌市東区苗穂町４丁目１－４６

札幌南 条郵便局 札幌市中央区南１０条 ６丁 ６－１８

真駒内郵便局 札幌市南区真駒内本町３丁目６－１５

札幌北四条 郵便局 札幌市中央区北４条 １９丁 

札幌南六条 郵便局 札幌市中央区南６条 ２２丁 １－１１

札幌北  条郵便局 札幌市東区北１８条東１丁 ３－２４

 稲  郵便局 札幌市 稲区  ２条２丁 １－８

札幌モエレ郵便局 札幌市東区北丘珠４条１丁 １２－１０

清 郵便局 札幌市清田区清田１条４丁目５－４８

札幌菊 三条郵便局 札幌市白石区菊水３条４丁目３－２５

札幌南   条郵便局 札幌市中央区南２１条 １２丁 ３－７

北海道庁内郵便局 札幌市中央区北３条 ６丁 

札幌南九条郵便局 札幌市中央区南９条 １７丁 １－２５

琴似駅前郵便局 札幌市 区琴似１条２丁 ７－３

札幌北  三条郵便局 札幌市北区北２３条 ５丁 １－１

美園郵便局 札幌市豊平区美園８条６丁目１－１

札幌南  七条郵便局 札幌市中央区南２７条 １１丁 １－１７

札幌中の島郵便局 札幌市豊平区中の島２条１丁目３－２１

  本郷郵便局 札幌市  区本郷通９丁 北２－２０

北海道神宮前郵便局 札幌市中央区宮ヶ丘２丁目１－１

札幌平岸三条郵便局 札幌市豊平区平岸３条３丁目１－１９

札幌美 保郵便局 札幌市東区北１７条東８丁 １－５

札幌南 四条 郵便局 札幌市中央区南１４条 １８丁 １－１３

札幌 町北郵便局 札幌市 区 町北６丁 １－７

札幌  四軒南郵便局 札幌市 区  四軒２条７丁 ２－９

札幌北  九条郵便局 札幌市北区北２９条 ５丁 ２－１

豊平平岸郵便局 札幌市豊平区平岸２条１４丁目２－２６

札幌南三 四条郵便局 札幌市南区南３４条 １０丁 １－１８

札幌 の 郵便局 札幌市 区 の ３条７丁 １－３７

東札幌郵便局 札幌市白石区東札幌５条４丁目１－３５

札幌中央市場前郵便局 札幌市中央区北１０条 ２１丁 ２番３０号

  本通郵便局 札幌市  区本通１１丁 北１－２７

 寒郵便局 札幌市豊平区月寒中央通６丁目３－３６

真駒内上町郵便局 札幌市南区真駒内上町３丁目２－８

札幌栄町 郵便局 札幌市東区北４１条東１丁 ２－１５

札幌 軒郵便局 札幌市 区 軒５条 １丁 １－５８

  栄通 郵便局 札幌市白石区栄通４丁目２－１

札幌北  四条郵便局 札幌市東区北２４条東８丁 ２－６

札幌川沿 条郵便局 札幌市南区川沿８条２丁目１－３

厚別ひばりが丘郵便局 札幌市厚別区厚別中央１条２丁目１０－１１

札幌澄川郵便局 札幌市南区澄川３条４丁目３－８

札幌北  六条郵便局 札幌市東区北２６条東１丁 ４－２７

  北郷郵便局 札幌市  区北郷４条３丁 ６－２０

札幌発寒五条郵便局 札幌市 区発寒５条３丁 １１－３

札幌双  郵便局 札幌市中央区双子山１丁目７－７

札幌 通郵便局 札幌市中央区 通 ２丁 ９番地

札幌北  条東郵便局 札幌市東区北２０条東１７丁 １－１５

札幌菊 上町郵便局 札幌市白石区菊水上町３条３丁目５２－３９８
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  南郷郵便局 札幌市白石区南郷通１４丁目南２－１

  町郵便局 札幌市豊平区  町５丁 ４－１３

  地郵便局 札幌市白石区本通１８丁目南２－１０

札幌北   条郵便局 札幌市北区北２８条 １５丁 ３－１０

札幌北三 三条郵便局 札幌市東区北３３条東１丁 ６－１２

札幌東苗穂郵便局 札幌市東区東苗穂８条３丁目３－１５

琴似 条郵便局 札幌市 区琴似２条５丁 １－８

札幌北七条 郵便局 札幌市中央区北７条 ２４丁 ２－６

札幌 寒中央通郵便局 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目１－５

真駒内泉町郵便局 札幌市南区真駒内泉町２丁目２－２１

中の島南郵便局 札幌市豊平区中の島１条７丁目１０－８

札幌本町郵便局 札幌市東区本町２条８丁目３－６

札幌北三 五条郵便局 札幌市東区北３５条東７丁 ３－２０

札幌発寒  条郵便局 札幌市 区発寒１１条４丁 １９－１２

札幌宮の沢郵便局 札幌市 区 町北１９丁 １－１２

  栄通郵便局 札幌市白石区栄通８丁目１－２

札幌 葉郵便局 札幌市厚別区 葉町６丁 １－１３

札幌新琴似 条郵便局 札幌市北区新琴似８条８丁 ２－１５

札幌東郵便局 札幌市東区北２５条東１６丁 １－１３

札幌拓北郵便局 札幌市北区拓北７条３丁 １－２０

 稲曙通郵便局 札幌市手稲区曙４条２丁目３－１６

篠路駅前郵便局 札幌市北区篠路４条７丁 １－１１

厚別信濃郵便局 札幌市厚別区厚別中央５条２丁目４－２７

札幌屯 郵便局 札幌市北区屯 ３条４丁 １１－１５

 稲本町郵便局 札幌市手稲区手稲本町２条２丁目４－１５

札幌新川 条郵便局 札幌市北区新川１条５丁 ３－２６

  北郷東郵便局 札幌市  区北郷３条７丁 １－２８

東 寒郵便局 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目５番７０号

札幌緑ケ丘郵便局 札幌市清 区 塚緑ケ丘２丁 ７－１

札幌北三 四条郵便局 札幌市北区北３４条 ４丁 ２－２６

札幌 野中郵便局 札幌市 区 野３条７丁 １－４２

札幌北四  条郵便局 札幌市東区北４１条東８丁 ２－１６

札幌新琴似 条 郵便局 札幌市北区新琴似８条１３丁 ４－１１

札幌平岸五条郵便局 札幌市豊平区平岸５条８丁目１－１

札幌北  四条 郵便局 札幌市北区北２４条 １４丁 ８－１５

札幌 野東郵便局 札幌市 区 野４条３丁 ２－１５

  郵便局 札幌市中央区南１６条 １５丁 ２番１号

札幌栄町郵便局 札幌市東区北４６条東５丁 １－１５

札幌もみじ台北郵便局 札幌市厚別区もみじ台北５丁 １－１５

  南郷北郵便局 札幌市  区南郷通３丁 北５番３０号

札幌簾舞郵便局 札幌市南区簾舞２条４丁目１１－１５

札幌 野南郵便局 札幌市 区 野６条３丁 １４－１４

札幌 樺郵便局 札幌市豊平区月寒東５条１８丁目１－１３

札幌北郵便局 札幌市北区新琴似４条２丁 １２－５

札幌 岡郵便局 札幌市豊平区 岡４条１０丁 ７－３３

札幌もみじ台南郵便局 札幌市厚別区もみじ台南６丁目１－１８

札幌清 南郵便局 札幌市清田区清田６条２丁目２－１２

札幌新琴似 条郵便局 札幌市北区新琴似１条１０丁 ６－１１

札幌伏古郵便局 札幌市東区伏古７条４丁目１－１

札幌 軒東郵便局 札幌市 区 軒５条東４丁 １－２０

札幌北  九条 郵便局 札幌市北区北２９条 ９丁 ２－１７

札幌菊 元町郵便局 札幌市白石区菊水元町６条２丁目２－１

札幌澄川南郵便局 札幌市南区澄川５条１０丁目２－１５
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指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

札幌北野郵便局 札幌市清 区北野７条５丁 ７－４

札幌新琴似  条郵便局 札幌市北区新琴似１１条８丁 ６－１２

札幌福住郵便局 札幌市豊平区福住２条６丁目６－３

札幌宮の沢 郵便局 札幌市 区宮の沢２条４丁 ７－１０

札幌川沿郵便局 札幌市南区川沿２条３丁目８－２３

札幌もみじ台 郵便局 札幌市厚別区もみじ台 ６丁 １－５

札幌  郵便局 札幌市白石区平和通７丁目南４－１

 稲曙東郵便局 札幌市手稲区曙１１条１丁目３－１８

札幌 岡 条郵便局 札幌市豊平区 岡２条３丁 ２－２０

札幌澄川六条郵便局 札幌市南区澄川６条３丁目３－１８

札幌 野 条郵便局 札幌市 区 野８条８丁 １－１５

札幌  郵便局 札幌市北区北４０条 ４丁 ２－２０

札幌太平郵便局 札幌市北区太平８条５丁 ２－１３

  北郷 条郵便局 札幌市  区北郷２条１２丁 ５－４

札幌北  五条郵便局 札幌市東区北２５条東２０丁 ３－１５

札幌平岸六条郵便局 札幌市豊平区平岸６条１３丁目３－３０－１１５平岸パールビル

厚別  条郵便局 札幌市厚別区厚別 ２条３丁 ７－１１

札幌北野六条郵便局 札幌市清 区北野６条２丁 １１－６

札幌北三  条郵便局 札幌市東区北３８条東１６丁 １－４

 稲富丘郵便局 札幌市手稲区富丘２条４丁目２－８

札幌屯 七条郵便局 札幌市北区屯 ７条８丁 １－１

札幌芸術の森郵便局 札幌市南区常盤３条１丁目４－１４

札幌宮の森郵便局 札幌市中央区宮の森２条１０丁目３－１０

札幌屯 四条郵便局 札幌市北区屯 ４条７丁 １－１

札幌北三条 郵便局 札幌市中央区北３条 ２８丁 ２－１サンテビル

札幌福井郵便局 札幌市 区福井３丁 １－３５

厚別上野幌郵便局 札幌市厚別区上野幌１条２丁目５－２２

札幌伏古  条郵便局 札幌市東区伏古１１条３丁目４－３２

札幌  四軒郵便局 札幌市 区  四軒１条４丁 ２－１０

札幌新琴似五条郵便局 札幌市北区新琴似５条１１丁 ５－１０

札幌平岡郵便局 札幌市清田区平岡６条２丁目３－３

札幌 塚郵便局 札幌市清 区 塚２条２丁 ４－１５

 稲新発寒郵便局 札幌市手稲区新発寒５条６丁目８－１

 稲前 郵便局 札幌市手稲区前田６条１６丁目４－８

札幌北五 条郵便局 札幌市東区北５０条東１０丁 １－２０

  川下郵便局 札幌市白石区川下２条５丁目２－１

厚別原始林通郵便局 札幌市厚別区厚別東３条３丁目１－３０

札幌北 条中郵便局 札幌市中央区北２条 ２丁 ２６道特会館

札幌駅パセオ郵便局 札幌市北区北６条 ２丁 １－１パセオ内

札幌南 条郵便局 札幌市中央区南２条 ７丁 ５番地６

札幌北 条中郵便局 札幌市中央区北１条 ７丁 北１条第  命ビル

札幌北四 三条郵便局 札幌市東区北４３条東１６丁 ２－１０

  地東郵便局 札幌市厚別区大谷地東３丁目３－２０

 稲稲積郵便局 札幌市手稲区前田３条７丁目５－１６

札幌合同庁舎内郵便局 札幌市北区北８条 ２丁 １－１

札幌北野通郵便局 札幌市清 区北野３条２丁 １３－９７

札幌南沢郵便局 札幌市南区南沢５条３丁目１６－２０

 稲星置駅前郵便局 札幌市手稲区星置１条３丁目３－２

札幌あいの 郵便局 札幌市北区あいの １条４丁 ２２－１５

北海道 学前郵便局 札幌市北区北１７条 ４丁 ２番２０号

  本通北郵便局 札幌市  区本通４丁 北６－１

札幌丸井内郵便局 札幌市中央区南１条 ２丁 １１丸井今井札幌本店 条館９Ｆ

札幌新川 条郵便局 札幌市北区新川２条７丁 ３－３８
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指定袋等配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙４）

配送先名称 配送先住所

札幌北三  条郵便局 札幌市東区北３１条東８丁 １－４

 稲稲穂 条郵便局 札幌市手稲区稲穂２条３丁目１－３

札幌発寒駅前郵便局 札幌市 区発寒９条１３丁 １－３

北海道庁 れんが前郵便局 札幌市中央区北２条 ４丁 ３番地

新札幌駅デュオ郵便局 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２

札幌東苗穂五条郵便局 札幌市東区東苗穂５条２丁目１２－２３

札幌森林公園駅前郵便局 札幌市厚別区厚別北２条５丁 １－１２

札幌 軒 条郵便局 札幌市 区 軒１条 １丁 １－２６

サッポロファクトリー内郵便局 札幌市中央区北２条東４丁 

札幌平岡公園郵便局 札幌市清田区平岡公園東３丁目１番５号

札幌澄川駅前郵便局 札幌市南区澄川３条２丁目４－５

札幌新川四条郵便局 札幌市北区新川４条１３丁 ２－２２

札幌新琴似七条郵便局 札幌市北区新琴似７条１７丁 １－１

札幌藤ケ丘郵便局 札幌市南区藤野４条５丁目１４－２０

札幌美しが丘郵便局 札幌市清田区美しが丘２条２丁目９－３

札幌東苗穂  条郵便局 札幌市東区東苗穂１２条２丁目１４－１５

  南郷 郵便局 札幌市  区南郷通１丁 北２－１

札幌平和 条郵便局 札幌市 区平和１条２丁 １－３

札幌  郵便局 札幌市南区石山１条３丁目２－３

札幌あいの 三条郵便局 札幌市北区あいの ３条３丁 ２－１

札幌 ヶ丘通郵便局 札幌市清田区清田２条２丁目１８番１４号

札幌美しが丘南公園前郵便局 札幌市清田区美しが丘２条７丁目２－６

札幌真栄郵便局 札幌市清田区真栄４条２丁目７－１

札幌桑園駅前郵便局 札幌市中央区北１１条 １４丁 １－３５

丘珠郵便局 札幌市東区丘珠町９０番地７

札幌 通公園前郵便局 札幌市中央区 通 ４丁 ６－６

 稲駅前郵便局 札幌市手稲区前田１条１２丁目１－１

  南郷  郵便局 札幌市白石区栄通１８丁目５－２５

札幌屯  条郵便局 札幌市北区屯 ８条４丁 ５－１

平岡イオン郵便局 札幌市清田区平岡３条５丁目３－１

札幌 軒 郵便局 札幌市 区 軒６条 ７丁 １－２４

株式会社ウェルアス 札幌市東区北１２条東１１丁 ４番１７号

株式会社北基サービス 札幌市白石区南郷通１丁目南７番１４号

株式会社 フロンティア 札幌市手稲区曙２条４丁目３－６２

丸惣こうぜき 株式会社 札幌市中央区南４条東２丁目１２－１

株式会社 梅川医科器械店 札幌市東区北９条東２丁 ３－２５

株式会社ノアコンツェル 札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32
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ボランティア袋配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙５）

配送先名称 配送先住所

札幌市 環境局 環境事業部 循環型社会推進課 札幌市中央区北１条 ２丁 札幌市役所１２階

中央清掃事務所 札幌市南区南３０条 ８丁 ７－１

北清掃事務所 札幌市北区屯 町９９０－３

東清掃事務所 札幌市東区丘珠町８７３－１

白石清掃事務所 札幌市  区東  ２１７０

豊平・南清掃事務所 札幌市南区真駒内６０２

 清掃事務所 札幌市 区発寒１５条１４丁 ２－１

中央区役所 地域振興課 札幌市中央区南３条 １１丁 

北区役所 地域振興課 札幌市北区北２４条 ６丁 １－１

東区役所 地域振興課 札幌市東区北１１条東７丁 １－１

白石区役所 地域振興課 札幌市白石区南郷通１丁目南８－１ ４階

厚別区役所 地域振興課 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目３－２

豊平区役所 地域振興課 札幌市豊平区平岸６条１０丁目１－１

清田区役所 地域振興課 札幌市清田区平岡１条１丁目２－１

南区役所 地域振興課 札幌市南区真駒内幸町２丁目２－１

 区役所 地域振興課 札幌市 区琴似２条７丁  区役所４階

手稲区役所 地域振興課 札幌市手稲区前田１条１１丁目

本府・中央まちづくりセンター 札幌市中央区北１条 ２丁 札幌時計台ビル１０階

東北まちづくりセンター 札幌市中央区北２条東２丁 

苗穂まちづくりセンター 札幌市中央区北１条東１０丁 

東まちづくりセンター 札幌市中央区南２条東６丁 ２番１号札幌市 ギャラリー内

豊水まちづくりセンター 札幌市中央区南８条 ２丁 

 創成まちづくりセンター 札幌市中央区南５条 ７丁 

曙まちづくりセンター 札幌市中央区南１１条 １０丁 １－６

山鼻まちづくりセンター 札幌市中央区南２３条 １０丁 １－２３

幌 まちづくりセンター 札幌市中央区南１１条 １４丁 １－２０

 通・ まちづくりセンター 札幌市中央区南２条 １５丁 ２９１－９８

南円山まちづくりセンター 札幌市中央区南９条 ２１丁 １－１

円山まちづくりセンター 札幌市中央区北１条 ２３丁 １－１８

桑園まちづくりセンター 札幌市中央区北７条 １５丁 

宮の森まちづくりセンター 札幌市中央区宮の森２条１１丁目１－３

篠路まちづくりセンター 札幌市北区篠路４条７丁 ２－４０

鉄 まちづくりセンター 札幌市北区北１０条 ４丁 １－１２

幌北まちづくりセンター 札幌市北区北１７条 ５丁 １－７

北まちづくりセンター 札幌市北区北２９条 ７丁 ３－１５

新川まちづくりセンター 札幌市北区新川１条４丁 ４－２６

新琴似まちづくりセンター 札幌市北区新琴似７条４丁 １－３（プラザ新琴似内）

新琴似 まちづくりセンター 札幌市北区新琴似７条１４丁 １－１７

屯田まちづくりセンター 札幌市北区屯 ５条６丁 ２番１２号 ＪＡ屯 ビル２階（屯 地区センター内）

麻生まちづくりセンター 札幌市北区北３９条 ５丁 ３－５（  総合センター内）

太平百合が原まちづくりセンター 札幌市北区太平８条７丁 ２－１

拓北・あいの まちづくりセンター 札幌市北区あいの １条６丁 １－１（拓北・あいの 地区センター内）

鉄東まちづくりセンター 札幌市東区北９条東５丁 

北光まちづくりセンター 札幌市東区北１８条東５丁 

北栄まちづくりセンター 札幌市東区北25条東7丁 3-18

栄 まちづくりセンター 札幌市東区北３９条東４丁 １－１

栄東まちづくりセンター 札幌市東区北４１条東１４丁 

元町まちづくりセンター 札幌市東区北２０条東２０丁 ６番２２号

伏古本町まちづくりセンター 北海道札幌市東区伏古４条４丁 ５番３号  橋貸店舗Ａ

市
関
係
機
関



ボランティア袋配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙５）

配送先名称 配送先住所

丘珠まちづくりセンター 札幌市東区丘珠町１８３－２

札苗まちづくりセンター 札幌市東区東苗穂７条２丁目

苗穂東まちづくりセンター 札幌市東区苗穂町３丁目３－４５

白石まちづくりセンター 札幌市白石区本通1丁目南２番３２号

東白石まちづくりセンター 札幌市白石区本通１３丁目南１０－１

東札幌まちづくりセンター 札幌市白石区東札幌２条４丁目３－１４

菊水まちづくりセンター 札幌市白石区菊水７条２丁目２－２０

北  まちづくりセンター 札幌市  区北郷２条３丁 １１番２１号

北東  まちづくりセンター 札幌市  区北郷３条１２丁 ４－１

白石東まちづくりセンター 札幌市白石区本通１８丁目南２－６

菊の まちづくりセンター 札幌市白石区菊水元町８条１丁目１１－１

厚別中央まちづくりセンター 札幌市厚別区厚別中央４条３丁目３－６

厚別南まちづくりセンター 札幌市厚別区厚別南１丁目１５－１０

厚別 まちづくりセンター 札幌市厚別区厚別 ２条３丁 ８番３１号

もみじ台まちづくりセンター 札幌市厚別区もみじ台北７丁 １－１

 葉まちづくりセンター 札幌市厚別区 葉町３丁 ２－２６

厚別東まちづくりセンター 札幌市厚別区厚別東４条４丁目９－３

豊平まちづくりセンター 札幌市豊平区豊平６条７丁目１－１２

美園まちづくりセンター 札幌市豊平区美園６条５丁目４－１

月寒まちづくりセンター 札幌市豊平区月寒中央通７丁目８－１９

平岸まちづくりセンター 札幌市豊平区平岸２条７丁目２－５

中の島まちづくりセンター 札幌市豊平区中の島１条４丁目９－４

 岡まちづくりセンター 札幌市豊平区 岡４条５丁 ８番２１号

福住まちづくりセンター 札幌市豊平区福住１条４丁目１３－１７

東月寒まちづくりセンター 札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１５番３０号

南平岸まちづくりセンター 札幌市豊平区平岸２条１４丁目１－２６

北野まちづくりセンター 札幌市清 区北野４条２丁 ８－２８

清田中央まちづくりセンター 札幌市清田区清田６条２丁目１０－１

平岡まちづくりセンター 札幌市清田区平岡７条３丁目９－２５

清田まちづくりセンター 札幌市清田区清田１条２丁目５－３５

 塚・美しが丘まちづくりセンター 札幌市清 区 塚２条５丁 １－１

定山渓まちづくりセンター 札幌市南区定山渓温泉東３丁目

真駒内まちづくりセンター 札幌市南区真駒内幸町２丁 １－１（南区 センター内）

石山まちづくりセンター 札幌市南区石山１条４丁目１－１

簾舞まちづくりセンター 札幌市南区簾舞３条６丁目８－２５

藤野まちづくりセンター 札幌市南区藤野２条７丁目２－１（藤野地区センター内 ）

藻岩まちづくりセンター 札幌市南区川沿８条２丁目４番１５号（もいわ地区センター内）

藻岩下まちづくりセンター 北海道札幌市南区南33条 10丁 ４－12

澄川まちづくりセンター 札幌市南区澄川３条２丁目６－１

芸術の森地区まちづくりセンター 札幌市南区石山東７丁目１－３１

八軒まちづくりセンター 札幌市 区 軒１条 １丁 ７－１

琴似二十四軒まちづくりセンター 札幌市 区琴似２条７丁 １－１０ 区役所分庁舎１階

 町まちづくりセンター 札幌市 区 町南９丁 ２－２

発寒北まちづくりセンター 札幌市 区発寒１２条４丁 １－３

 野まちづくりセンター 札幌市 区 野６条３丁 １４－１６

山の手まちづくりセンター 札幌市 区 の ３条７丁 １－３８

発寒まちづくりセンター 札幌市 区発寒５条３丁 １２－１４

八軒中央まちづくりセンター 札幌市 区 軒６条 ２丁 １－１１

手稲まちづくりセンター 札幌市手稲区手稲本町３条１丁目３－４１（手稲コミュニティセンター内）

市
関
係
機
関



ボランティア袋配送先一覧
（令和２年12 １ 現在）

（別紙５）

配送先名称 配送先住所

 稲鉄北まちづくりセンター 札幌市 稲区曙７条３丁 ６－２２（鉄北コミュニティープラザ内）

前田まちづくりセンター 札幌市手稲区前田６条９丁目２－１

新発寒まちづくりセンター 札幌市手稲区新発寒５条４丁目２－２（新発寒地区センター内）

富丘 宮の沢まちづくりセンター 札幌市手稲区富丘２条２丁目１－１５

稲穂  まちづくりセンター 札幌市手稲区稲穂３条５丁目１－２８

星置まちづくりセンター 札幌市手稲区星置２条３丁目１４－１ 星置地区センター内

中央区 土木センター 札幌市中央区北１２条 ２３丁 SDC北１２条ビル２階

北区   センター 札幌市北区太平１２条２丁 １－７

東区 土木センター 札幌市東区北３３条東１８丁 １－６

白石区 土木センター 札幌市白石区本通１４丁目南５－３２

厚別区 土木センター 札幌市厚別区厚別町下野幌４５－３９

豊平区 土木センター 札幌市豊平区 岡３条１丁 ８－２０

清田区 土木センター 札幌市清田区平岡２条４丁目１－４０

南区 土木センター 札幌市南区南３１条 ８丁 ２－５

 区   センター 札幌市 区 野２９０－１０

手稲区 土木センター 札幌市手稲区曙５条５丁目２－１

市
関
係
機
関



  （別紙６） 

個人情報取扱注意事項 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項）  

第１ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際に

は、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。  

（秘密の保持）  

第２ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏

らしてはならない。  

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個

人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。  

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす

る。  

（再委託等の禁止）  

第３ 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ、委託者が書面により承諾した場合は、この限りではない。  

（複写、複製の禁止）  

第４ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個

人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をし

てはならない。  

（目的外使用の禁止）  

第５ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個

人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。  

（資料等の返還）  

第６ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個

人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。

ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。  

（事故の場合の措置）  

第７ 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあ

ることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。

（契約解除及び損害賠償）  

第８ 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約

の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 



（様式１）

業 務 管 理 責 任 者 届

令和  年  月  日

札 幌 市 長

    秋 元  克 広  様

（住 所）               

（会社名）               

（代表者）               

  令和  年  月  日に契約締結した業務につきまして、下記のとおり業務管理責

任者を定めましたので届出いたします。

記

業 務 名：札幌市家庭用指定ごみ袋等保管配送業務

業務管理責任者氏名 ：            



（様式２）

指定袋等配送依頼書（発注票） 

FAX 送信先 

名称 ＦＡＸ番号 

配送依頼者（発注者） 発注日 
令和  年 月  日 

        時  分 

取扱店 

番号 

収納事務 

受託者名 

配送先 

名称 

配送先 

所在地 

配送先 

電話番号 

依頼者名 

依頼者電話番号

下記のとおり、札幌市指定袋等の配送を依頼します。 

品目 種別 
発注単位 

発注数 
入数 手数料額 

指
定
袋

５リットル用 1 箱 (10 枚 1 組×50 組入) 5,000 円         箱  

１０リットル用 1 箱 (10 枚 1 組×50 組入) 10,000 円         箱  

２０リットル用 1 箱 (10 枚 1 組×50 組入) 20,000 円         箱  

４０リットル用 1 箱 (５枚 1 組×100 組入) 40,000 円         箱  

大
型
ご
み
シ
ー
ル

２００円券 1 冊 （１０枚綴り） 2,000 円        冊  

５００円券 1 冊 （１０枚綴り） 5,000 円         冊  

９００円券 1 冊 （１０枚綴り） 9,000 円         箱  

※発注単位（納品単位）は、指定袋は 1箱単位、大型ごみシールは 1冊単位です。 

※大型ごみシールの発注は、指定袋発注時に併せて発注してください。 

 また、大型ごみシールの発注は、週 1回までとします。 

※原則、午前受注（0:00～12:00）の場合、翌営業日納品、午後受注（12:00～24:00）の場合、翌々

営業日納品です。 

特記事項 



　 （様式３）

伝票№ 配送伝票・納品書(取扱店控）

配送業者
御中

伝票№ 受領書(配送業者控）

配送業者
御中

伝票№ 受領書（札幌市控）
登録番号：

数量

FAX：

TEL：
FAX：

納品金額(円）

　　　　年　　月　　日

納品先住所

納品先名称

数量

箱　　　　　　冊　　

納品日 　　　　年　　月　　日

大型ごみシール　200円券
大型ごみシール　500円券
大型ごみシール　900円券
計

登録番号：
配送先住所

単価/単位
5,000円/箱

出荷日

TEL：

　　　　年　　月　　日

10,000円/箱
指定袋　２０リットル用 20,000円/箱

40,000円/箱

単価/単位

数量

配送先名称

指定袋　　５リットル用
指定袋　１０リットル用

指定袋　４０リットル用

5,000円/冊

登録番号： 出荷日 　　　　年　　月　　日

10,000円/箱

配送先住所

配送先名称

9,000円/冊

2,000円/冊

指定袋　４０リットル用 40,000円/箱
指定袋　２０リットル用 20,000円/箱

大型ごみシール　500円券 5,000円/冊
大型ごみシール　200円券 2,000円/冊

計 箱　　　　　　冊　　
大型ごみシール　900円券 9,000円/冊

単価/単位

札幌市　宛
出荷日 　　　　年　　月　　日

指定袋　２０リットル用 20,000円/箱

指定袋　　５リットル用 5,000円/箱
指定袋　１０リットル用 10,000円/箱

大型ごみシール　200円券 2,000円/冊
指定袋　４０リットル用 40,000円/箱

計 箱　　　　　　冊　　
大型ごみシール　900円券 9,000円/冊
大型ごみシール　500円券 5,000円/冊

納品日

納品金額(円）

備考

指定袋　　５リットル用 5,000円/箱
指定袋　１０リットル用

納品金額(円）

備考

納品日 　　　　年　　月　　日

備考 受領印

受領印

２次元
コード



家庭用指定ごみ等保管配送業務報告書（令和●●年▲月分）　

　入・出庫等の状況

40 20 10 5 40 10 900円 500円 200円

調整がある場合の理由

40 20 10 5 40 10 900円 500円 200円

　配送完了数

40 20 10 5 40 10 900円 500円 200円

　その他
　ア　大型ごみシール単独配送件数

　イ　不良品交換業務

　請求金額

配送業務以外（基本委託料）

指定袋
40 

1箱/100組

指定袋
20 

1箱/50組

指定袋
10 

1箱/50組

指定袋
5 

1箱/50組

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ袋
40 

1箱/20組

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ袋
20 

1箱/20組

箱 箱 箱 箱 箱 箱

合計（１円未満切捨て）

不良品交換業務

（様式４）

円

円

円

単価（円：税込み） 金額

その他

指定袋（組） ボランティア袋（組） 大型ごみシール（枚）
特記事項

取扱店廃止時の返還による
その他

指定袋（組） ボランティア袋（組） 大型ごみシール（枚）
特記事項

当月末在庫数

件

①前月末在庫数
②入庫数
③出庫数
④調整数

指定袋（組） ボランティア袋（組） 大型ごみシール（枚）

不良品による減　※　1 様式9と一致

通常配送

特記事項

円

円

数量

一式

配送業務（配送完了箱数）
※ 配送完了数（組）÷１箱入り数（組）

配送完了箱数合計

箱

件/月

件/月

配送業務（シール単独配送件数） 件



家庭用指定ごみ袋製造業者別在庫報告書 （令和●●年○○月△△日現在） （様式５）

容量 製造業者 ロット（6桁の管理番号） 出庫 在庫

合計

合計

合計

合計

40 

20 

10 

５ 



通常配送内訳報告書（令和●●年▲月分）　　※シール単独配送数分（冊単位）は様式７

40 20 10 5 40 10 900円 500円 200円 900円 500円 200円

29

18

22
23

（様式６）

特　記　事　項
大型ごみシール（箱） 大型ごみシール（冊）

11

配達完了日

1
2
3
4
5
6

計

30
31

指定袋（箱） ボランティア袋

24
25
26
27
28

15
16

19
20
21

17

7
8
9
10

12
13
14



シール単独配送（冊単位）報告書（令和●●年▲月）

取扱者ＣＤ 取扱店ＣＤ 900円 500円 200円 計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
…

（様式７）

特記事項件数 伝票番号 配送完了日
配送先名称

配送先 大型ごみシール（冊）



（様式８）

調整用配送依頼書（不良品交換用） 

FAX 送信先 

名称 ＦＡＸ番号 

配送依頼者（発注者） 発注日 
令和   年   月   日 

           時      分 

取扱店 

番号 

収納事務 

受託者名 

配送先 

名称 

配送先 

所在地 

配送先 

電話番号 

・依頼者名 

・依頼者電話番号

下記のとおり、札幌市指定袋等の配送を依頼します。（不良品と良品を交換します） 

品目 種別 発注単位 発注数 

指
定
袋

５リットル用 1 組 （10 枚入)        組  

１０リットル用 1 組 （10 枚入)         組  

２０リットル用 1 組 （10 枚入)         組  

４０リットル用 1 組 （5 枚入)         組  

大
型
ご
み
シ
ー
ル

２００円券 1 枚         枚  

５００円券 1 枚         枚  

９００円券 1 枚         枚  

不良品の状態 

（袋等の状態を詳しく書いてください） 

※発注単位（納品単位）は、指定袋は 1組単位、大型ごみシールは 1枚単位です。 

特記事項 



不良品交換内訳報告書（令和●●年▲月分）　　※調整用配送依頼書を添付すること

申請者CD取扱店CD 配送先名称 40 20 10 5 40 10 900円 500円 200円 種類 数量 ロット メーカー 補足
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
…
計

（様式９）

件数
指定袋（箱） ボランティア袋

配送完了日
配送先 特　記　事　項大型ごみシール（冊）



家庭用指定ごみ袋製造業者別不良品交換内訳及び札幌市在庫報告書（令和●●年○○月分） （様式10）

容量 前月未未入庫 出庫 入庫 当月末未入庫 前月未未入庫 出庫 入庫 当月末未入庫 前月未未入庫 出庫 入庫 当月末未入庫

40 

20 

10 

５ 

計

容量 前月未未入庫 出庫 入庫 当月末未入庫 前月未未入庫 出庫 入庫 当月末未入庫

40 

20 

10 

５ 

計

　※　出庫欄については、取扱店に不良品交換を行った指定袋数を記載
　※　入庫欄については、不良品指定袋の製造業者から補填された指定袋数を記載

（2）　札幌市指定袋在庫数（組）

容量 前月未在庫 合計出庫 合計入庫 その他 当月末在庫

40 

20 

10 

５ 

計

　※　合計出庫・入庫欄は（1）の合計の出庫・入庫数を記載
　※　その他については、検査用として使用した指定袋などを記載

（1）　指定袋製造業者別不良品交換数（組）

指定袋製造業者Ｄ分 合計（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ…）

指定袋製造業者Ｃ分指定袋製造業者Ａ分 指定袋製造業者Ｂ分


