（北海道法人会連合会会員一覧表）

法人会名

郵便番号

事務局所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

ホームページアドレス

(公社)札幌中法人会

〒060-0003

札幌市中央区北 3 条西 3 丁目
大同生命ビル 11 階

011-221-5087

011-221-5107

http://satunaka.or.jp/

(公社)札幌西法人会

〒060-0003

札幌市中央区北 3 条西 3 丁目
大同生命ビル 8 階

011-231-0763

011-241-3216

http://www.nishi-houjinkai.or.jp/

(公社)札幌北法人会

〒001-0024

札幌市北区北 24 条西 4 丁目
第 26 桂和ビル 5 階

011-709-8802

011-709-8830

http://www.sapporo-kita.or.jp/

(公社)札幌東法人会

〒060-0001

札幌市中央区北 1 条西 2 丁目
北海道経済センター9 階

011-210-7002

011-210-7004

http://www.satsu-higashi.jp

(公社)札幌南法人会

〒060-0001

札幌市中央区北 1 条西 2 丁目
北海道経済センター9 階

011-251-7863

011-241-3218

http://www.satsu-minami.jp/

(公社)函館法人会

〒040-0001

函館市五稜郭町 16-13
函館青色会館 3 階

0138-54-9369

0138-54-9368

http://www.hakodate-hojinkai.or.jp/

(公社)江差地方法人会

〒043-0044

檜山郡江差町字橋本町 85
江差商工会内

0139-52-0531

0139-52-4704

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/esashi/

(公社)八雲地方法人会

〒049-3107

二海郡八雲町本町 110-1
八雲商工会内

0137-63-2525

0137-63-2526

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/yakumo/

(公社)小樽法人会

〒047-0032

小樽市稲穂 2 丁目 22 番 8 号
小樽駅前第一ビル 4 階

0134-32-1749

0134-32-1769

http://www12.plala.or.jp/o-hojin/

(公社)余市地方法人会

〒046-0003

余市郡余市町黒川町 3 丁目 114
余市経済センター

0135-23-2116

0135-22-5100

http://www.yoichichihou-houjinkai.com/

(公社)南後志法人会

〒044-0032

虻田郡倶知安町南 2 条西 1 丁目
0136-22-1108
倶知安経済センター内

0136-22-1109

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/minamisiribesi/

(公社)岩見沢地方法人会

〒068-0021

岩見沢市 1 条西 1 丁目 16-1
岩見沢商工会議所内

0126-22-3445

0126-22-3441

http://www.iwamizawa-houjinkai.or.jp/

(公社)滝川地方法人会

〒073-0022

滝川市大町 1 丁目 8-1
滝川産経会館

0125-23-6333

0125-74-6020

http://www.thoujinkai.jpn.org/index.htm

(公社)深川地方法人会

〒074-0001

深川市 1 条 9 番 19 号
深川市経済センター3 階

0164-26-2033

0164-26-2033

http://mypage.fukanavi.com/hojinkai/

(公社)旭川中法人会

〒070-0043

旭川市常盤通 1 丁目
道北経済センタービル

0166-29-3330

0166-29-3322

http://ash-ho.or.jp

(公社)旭川東法人会

〒070-0043

旭川市常盤通 1 丁目
道北経済センタービル

0166-29-3330

0166-29-3322

http://ash-ho.or.jp

(公社)富良野地方法人会

〒076-0031

富良野市本町 7-10
富良野商工会議所内

0167-22-3555

0167-22-3120

http://www.furano.ne.jp/furano-cci/houjin/

(社)名寄地方法人会

〒096-0001

名寄市東 1 条南 7 丁目
駅前交流プラザ「よろーな」2 階
名寄商工会議所内

01654-3-3155

01654-2-0571

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/nayoro/

(社)留萌地方法人会

〒077-0044

留萌市錦町 1 丁目
留萌商工会議所内

0164-42-2058

0164-43-8322

(社)稚内地方法人会

〒097-0022

稚内市中央 2 丁目 4 番 8 号
稚内商工会議所内

0162-23-4400

0162-22-3300

http://www.w-hojin.or.jp/

(公社)室蘭地方法人会

〒051-0022

室蘭市海岸町 1-58
入江臨海ビル１階

0143-23-3103

0143-23-5050

http://www.murohojin.or.jp/

(社)浦河地方法人会

〒057-0013

浦河郡浦河町大通 1 丁目 36
浦河商工会議所内

0146-22-2366

0146-22-3082

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/urakawa/

(公社)苫小牧地方法人会

〒053-0022

苫小牧市表町 1 丁目 1-13
苫小牧経済センタービル

0144-36-6121

0144-35-0957

http://www.tomahoujin.or.jp/

(公社)網走地方法人会

〒093-0013

網走市南 3 条西 3 丁目
産業会館内

0152-45-0015

0152-45-0015

http://ahoujin.jp/

(公社)紋別地方法人会

〒094-0004

紋別市本町 4 丁目 1-16
紋別経済センター

0158-23-1700

0158-23-1702

http://www.monbetsu-h.jp

(公社)北見地方法人会

〒090-0023

北見市北 3 条東 1 丁目 2
北見商工会議所内

0157-23-4111

0157-22-2282

http://www.okhotsk.or.jp/k-houjinkai/

(公社)釧路地方法人会

〒085-0847

釧路市大町 1-1-1
道東経済センタービル

0154-41-3355

0154-41-0005

http://www.khoujinkai.or.jp/

(公社)帯広地方法人会

〒080-0013

帯広市西 3 条南 9 丁目 2
大同生命ビル 8 階

0155-23-7715

0155-23-7714

http://www.obihiro-houjinkai.com

(社)十勝池田地方法人会

〒083-0090

中川郡池田町字大通り 1 丁目 35
015-572-2135
池田町商工会内

015-572-2136

(社)根室地方法人会

〒087-0016

根室市松ｹ枝町 2 丁目 7 番地
根室商工会議所内

0153-24-2090

0153-24-2062

http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/nemuro/

