
☃有料除排雪サービス（令和３年度・南区版）

玄関前  1,674円／１時間より(北海道最低賃金に変動があります) 作業員１人あたり　1時間を超える場合は30分単位の計算

屋　根 － （基本料金　1時間）

落雪等 －

排　雪 －

玄関前  30分 2,000円～（1人） ・出張費（500円～1,500円）

屋　根  1時間 6,000円～（2人）

TEL：531-8883 落雪等  30分 2,000円～

FAX：827-2221 排　雪  2t車・2tロング車（お見積り無料・要相談）

玄関前  3,000円～/1時間（1人）   

屋　根  4,000円～/1時間（1人）

落雪等  3,500円～/1時間（1人）

排　雪  4,000円～/（軽トラック1台）

玄関前 － 『ケンタ雪投げ隊』排雪シーズン契約（北区・西区・手稲区）

屋　根  2人（１時間）10,000円～　以後30分毎4,000円  4tダンプ1台（10回）35,000円（税抜）

TEL：788-3807 落雪等 －  4tダンプ2台（10回）50,000円（税抜）　

FAX：788-3809 排　雪  4tダンプ1台4,500円～　11ｔダンプ１台9,000円～ ショベル積み込み料金込み

玄関前 －

屋　根 －

落雪等 －

排　雪  4ｔダンプ 1台　5,000円～　11ｔダンプ 1台　8,000円～

玄関前  1時間3,000円（1人）～ 見積り無料

屋　根  一式12,000円～（要見積）

落雪等  1時間3,000円～（要見積）

排　雪  4ｔダンプ1台8,000円

込

別

TEL：614-2155

込

6 株式会社ＳＫＹ

白石区南郷通15丁目北
9-15

TEL：846-1900
FAX：398-7375

5 株式会社Ｔ.Ｋ.Ｒ

北区篠路町拓北31-408
・見積は無料。お気軽にご相談ください。

雪のことなら、Ｔ.Ｋ.Ｒにおまかせく
ださい。市内全域、近郊対応。安心
の後払い。お電話をお待ちしており
ます。詳細はホームページにて、
www.tkr-sapporo.com

2 Dreamerドリーマー

中央区南15条西15丁目
2-5-902

・御見積は無料です。
別

伏見地区以外の札幌市全域可能
（ご近所割引有り）

4 株式会社ケンタ工業

北区新琴似町548-3
・見積り無料
・スポット排雪市内全域対応
・安心の後払い
・まずは電話にてお気軽にご相談下
さい
・シーズン契約は9月末までの締切

込

1

（令和4年1月28日現在）

※注意１※　家屋の形状や雪質により料金が異なる場合がありますので、見積書を必ずおとりください。　　　　　　　　　

※注意２※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

No 業者名

住所

内容 料金 補記

その他
交
通
費

消
費
税

電話番号等 契約条件や留意事項

公益社団法人 札幌市
シルバー人材センター
中央支部

中央区大通西19丁目1-1
札幌市社会福祉総合セン
ター２階

・６０歳以上の会員による作業
・除雪機での作業は不可
・公共交通機関を利用した場合はそ
の実費　自家用車を利用した場合は
１回500円

別 込

別3
・見積り無料
・エリアによって交通費別途

道央除雪

中央区南13条西14丁目
3-26

TEL：070-8382-
                      5728

込
TEL:776-6998
FAX:776-6997

込

tel:776-6998%0aFAX:776-6997
tel:776-6998%0aFAX:776-6997
tel:776-6998%0aFAX:776-6997


☃有料除排雪サービス（令和３年度・南区版） （令和4年1月28日現在）

※注意１※　家屋の形状や雪質により料金が異なる場合がありますので、見積書を必ずおとりください。　　　　　　　　　

※注意２※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

No 業者名

住所

内容 料金 補記

その他
交
通
費

消
費
税

電話番号等 契約条件や留意事項

玄関前  7,000円／１時間（作業員２人の料金）

屋　根  8,000円／１時間（作業員２人の料金）

落雪等 －

排　雪  12,000円／２ｔ車１台分の排雪（手積み作業） ４ｔダンプ（ショベル積み）は別途お見積もり

玄関前  1時間3,000円（1人）

屋　根  1時間6,000円～（2人）

TEL：557-4602 落雪等  1時間3,000円～（1人）

FAX：556-4247 排　雪

玄関前  50ｃｍ×5ｍ　2,000円／1回

屋　根  10,000円～／1回

TEL：818-1322 落雪等  1時間3,000円～

排　雪 －

玄関前 －

屋　根 －

落雪等 －

TEL：811-1171
FAX：811-2142

排　雪
 4トンダンプ1台目8,200円（スポット）
 2台目から1台当たり7,200円
 重機除雪作業1時間13,200円（スポット）

シーズン契約は要相談。
現地見積あり。

玄関前  1時間3,000円

屋　根

 ダクト屋根 1人1時間5,000円　消費税別
 ストッパールーフ屋根・雪止め付屋根・三角屋根・片流れ屋根
1人1時間 5,000円　消費税別
ツララ落とし・雪庇落とし　1人1時間 10,000円（要下見）

屋根は、命綱使用の場合、1人１時間10,000円 ・交通費要相談

落雪等
 窓下50㎝開口　1人1時間3,000円税別
 １ヶ所につき1,000円税別。
 窓・ＦＦスト―プ煙突養生

排　雪  4,000円～（軽トラック1台）

モリタ便利社

南区北ノ沢1743-8

別

TEL：572-1204
FAX：572-1218

11

10 株式会社ランドホーム

豊平区平岸1条9丁目6-1
コスモレジェンド平岸

堆積している場合は重機代は
かかりません。
スポットは全区、シーズンは中央
区・豊平区のみ

込

7
㈱丸昌
北海道総合サービス

豊平区月寒東3条10丁目
1-13

作業は、作業効率・安全性を考慮のうえ
必ず２人１組で行う。 ・詳細は電話で要確認。

・簡易な手作業40,000円/シーズン
（25回位）

込

込 込

込 込9 アクティブ・ワークス

豊平区平岸4条14丁目4-
36 豊平区全域

南区（澄川、真駒内地区）

込

TEL：855-0328

8 アルファプラス札幌

豊平区平岸3条9丁目
1-16

ちょっとした事から気軽に
ご相談ください。

込



☃有料除排雪サービス（令和３年度・南区版） （令和4年1月28日現在）

※注意１※　家屋の形状や雪質により料金が異なる場合がありますので、見積書を必ずおとりください。　　　　　　　　　

※注意２※　掲載内容は、調査時点のものとなり、変更する可能性があります。詳しくは、各窓口に直接おたずねください。

No 業者名

住所

内容 料金 補記

その他
交
通
費

消
費
税

電話番号等 契約条件や留意事項

玄関前 －

屋　根 －

落雪等 －

排　雪

 ■シーズン排雪
 ワンシーズン(10回)38,000円(税込)
 ■スポット排雪
 4t車：8,000円(税込)

※R３年度のシーズン排雪は締め切っています。

玄関前  3,000円／1名・1時間

 8.000円/2名･1時間(1階以上）､ 高所作業時は２人～になります。

10,000円/2名･1時間(2階以上）

落雪等  3,000円／1人・1時間

排　雪 －

12 岡本興業株式会社

南区真駒内本町1丁目1-
1

込 込

TEL：841-1435

13 ㈱エイト建設

交通費:南区1,000円、
　　　豊平、中央区2,000円
まずはお電話下さい。
無料でお見積り致します。

別 込

TEL:200-0995
FAX:200-0803

屋　根
南区簾舞4条2丁目14-7


