
H29・30　競争入札参加資格者一覧

会　　　　　　社　　　　　　名 住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所
（有）アルファ・コミュニケーション 札幌市白石区菊水1条1丁目3番34号
アビックラボ（株） 札幌市豊平区平岸3条9丁目4番1号
青木あすなろ建設（株）北海道支店 札幌市中央区南1条東１丁目2番地１
（株）有賀さく泉工業　札幌支店 札幌市北区北18条西3丁目1番12号
（株）アクトシステムズ 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号
（株）アトリエブンク 札幌市中央区北2条東4丁目1番地2
（株）アキバ設計 滝川市一の坂町西3丁目3番34号
アーストラストエンジニアリング（株） 札幌市白石区菊水9条2丁目4番18号
（株）赤川文進堂 深川市新光町1-2-12
安全機器（株） 札幌市白石区本通6丁目北4番8号
（株）アリヤス設計コンサルタント 札幌市西区二十四軒1条4丁目2番35号
（株）アール・ケー・ケー・コンピュー
ター・

熊本市中央区九品寺1丁目5番11号

（株）アクアグレース 札幌市豊平区月寒西4条6丁目1番18号
天内工業（株） 北見市東相内町10番地7
（株）アルファ技研 札幌市西区西町南21丁目2番11号
（株）アクア ジオテクノ 札幌市白石区本郷通9丁目北4番5号
（有）アーキシップアソシエイツ 札幌市東区北8条東3丁目1番1号
（株）アスモ 札幌市豊平区豊平2条8丁目1番40号
（株）アース総研 札幌市白石区菊水元町8条3丁目4番23号
東冷機工業（株） 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番48号
（株）アトリエ アク 札幌市中央区北2条西26丁目2番12号
（株）アスコ大東　札幌支店 札幌市北区北10条西4丁目1-19
（株）アクト 札幌市北区太平5条6丁目1番1号
アズビル（株）ビルシステムカンパニー
北海道支店

札幌市中央区北2条西4丁目1番地

荒井建設（株）札幌支店 札幌市豊平区平岸4条2丁目7番10号
青木工業（株） 江別市緑町東4丁目9番地
（株）安藤敏郎建築設計事務所 札幌市中央区宮ヶ丘2丁目1番2号
アルスマエヤ（株） 札幌市厚別区厚別中央4条3丁目7番17号
アクアス（株）札幌支店 札幌市中央区北3条西7丁目1-1
ＡＵＲＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ（株） 札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3-6
アースサポート（株） 東京都渋谷区本町1-4-14
（有）アド・ワーズ 砂川市東1条北14丁目1番1号
（有）アートフラッグ 札幌市北区太平6条6丁目7-31
アジア航測（株）札幌営業所 札幌市東区北41条東1丁目2番15号
（株）アシストワンエナジー 札幌市中央区北4条西2丁目1-1
（株）アリガプランニング 札幌市中央区南10条西17丁目2-13
（株）有我工業所 上富良野町中町3丁目2番1号
（株）アシスト 北広島市北の里22番2号
アートシステム（株） 札幌市白石区本通17丁目5番15号
アートコーポレーション（株） 大阪府大東市泉町2丁目14番11号
（有）アイワテックス 砂川市晴見3条北10丁目10番8号
（有）アイエスアイ　旭川支店 旭川市豊岡6条3丁目6番13号
（株）アイネス　北海道支社 札幌市中央区大通西9丁目3
愛知時計電機（株）札幌支店 札幌市中央区大通西15丁目2番地9
（株）アイ・ディー・エフ 旭川市東鷹栖4線10号3番地12
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（株）アイホー　札幌支店 札幌市豊平区西岡4条13丁目14-18
ＩＢＪＬ東芝リース（株） 東京都港区虎ノ門1丁目2番6号
（株）アイ・ティ・エス 札幌市東区北23条東15丁目5番25号
アイドリーム（株） 札幌市東区丘珠町520番地454
（株）ＩＨＩ回転機械　北海道事務所 札幌市中央区北3条西1丁目1番地11
（株）アイアールシー・データ・プロ・テク
ニカ

旭川市4条通8丁目1703番58

（株）青土 音更町字万年西1線47－11
（株）アクティブメデイカル　札幌支店 札幌市東区北17条東1丁目6番21号
旭イノベックス（株） 札幌市清田区平岡9条1丁目1番6号
（株）朝日工業社　北海道支店 札幌市中央区北1条西19丁目2-3
（株）旭ダンケ 旭川支店 旭川市東鷹栖東3条4丁目2163番地
（株） 旭川浄化 旭川市神居町上雨紛193番地1
旭川設計測量（株） 旭川市9条通23丁目3番地1
（株）淺沼組　北海道支店 札幌市豊平区豊平3条1丁目1番5
浅海電気（株）札幌支店 札幌市中央区北3条東2丁目2番地
（株）アサノ大成基礎エンジニアリング
北海道支社

札幌市東区北18条東17丁目１-6

（有）旭川ニッコータイヤ 旭川市忠和6条3丁目2番8号
（株）旭川振興公社 旭川市6条通9丁目46番地
旭川電化資材販売（株）滝川営業所 砂川市空知太東1条6丁目1番24号
浅川通信（株） 札幌市東苗穂町13丁目1番23号
（有）アサヒ機材 滝川市緑町4丁目1番9号
（株）アスクゲートノース滝川 滝川市新町6丁目3-34
（株）アダマック 札幌市白石区平和通7丁目北14番22号
（株）伊藤電気商会 美唄市西1条北7丁目1番1号
（株）和泉組 札幌市豊平区豊平4条8丁目1番25号
（株）伊藤塗工部 札幌市東区北10条東12丁目3番8号
（株） 医療開発研究所 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
（株）池下電設 札幌市豊平区月寒東2条7丁目14番1号
（株）岩見田・設計 札幌市中央区北5条西10丁目5番1号
（株）イーエス総合研究所 札幌市東区中沼西5条1丁目8番1号
居林遠藤建設（株）砂川営業所 砂川市西5条北22丁目1番1号
（株）インテック　札幌センター 札幌市東区北12条東5丁目1番13号
池田煖房工業（株） 札幌市北区北12条西3丁目1番10号
（株）いわせき　砂川営業所 砂川市東1条北4丁目1-20
岩田地崎建設（株） 札幌市中央区北2条東17丁目2番地
板谷土建（株） 札幌市中央区南16条西8丁目2番20号
（株）イ・エス・エス 東京都文京区小石川1丁目1番17号
岩倉建設（株） 札幌市中央区南1条西7丁目16番2号
（株）岩見田設備設計（株） 札幌市北区北30条西4丁目２番27号
（株）岩崎商店 砂川市東2条南1丁目1番18号
岩見沢ヤクルト販売（株） 岩見沢市5条東15丁目6番地
（有）岩見沢パートナーシップ 岩見沢市宝水町207番地1
伊藤組土建（株） 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
（株）インターブレイン 滝川市本町3丁目1番12号
（有）いわた書店 砂川市西1条北2丁目1-23
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（有）カネイ池内商店 砂川市東1条北2丁目1番1-19
（株）井関楽器　札幌支店 札幌市中央区南3条西7丁目6-2
（株）丸ヨ石家商店 砂川市東1条北1丁目1番1号
石田スポーツ（株） 岩見沢市1条西2丁目9番地1
（株）石黒鋳物製作所 札幌市白石区東札幌2条6丁目7番14号
（株）石本建築事務所　札幌支所 札幌市中央区南1条西2丁目5番地
（株）石山組 札幌市中央区北10条西20丁目1番1号
植村建設（株） 赤平市東文京町1丁目1番地
上山試錐工業（株） 札幌市中央区北2条東13丁目1番地の7
（株）ウォ－ターエージェンシー　北海
道管理所

滝川市東町6丁目214番地11

（株）ウイン・インターナショナル　第五
営業部札幌営業所

札幌市北区北12条西2丁目1番5号

（株）内田洋行ITソリューションズ 札幌市中央区北1条東4丁目1番地1
（株）ウエルクル　札幌支店 札幌市中央区大通西9丁目3番33号
荏原冷熱システム（株）北海道営業所 札幌市白石区本通19丁目北1番25号
エス・イー・シーエレベーター(株)北海
道支社

札幌市中央区大通西9丁目3番地33

（株）エイエックス 札幌市中央区南2条西13丁目319
（株）ＨＢＡ 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8
SMFLキャピタル（株） 東京都港区赤坂5丁目2番20号
（株）映音 札幌市豊平区平岸2条1丁目6番18号
越前屋試錐工業（株） 札幌市白石区栄通8丁目1番15号
（株）エル技術コンサルタント 札幌市中央区北5条西12丁目2番地
（株）ＨＲＣ研究所 札幌市豊平区月寒中央通6丁目1番15号
英和（株）札幌営業所 札幌市中央区北3条西3丁目1番25号
（株）エイト日本技術開発　札幌支店 札幌市北区北７条西７丁目番地３０号
（株）エコニクス 札幌市厚別区下野幌ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ1丁目2番14号
（株）ＨＤＣ 札幌市中央区南1条西10丁目2番地
エイコー技研（株） 札幌市中央区南3条西9丁目998番地17
（株）エックス都市研究所　室蘭事務所 室蘭市中央町2丁目5番12号
ＨＲＳ（株） 小樽市勝納町8番39号
（株）荏原製作所　北海道支社 札幌市白石区本通19丁目北1番25号
（株）エーティック 札幌市西区二十四軒1条5丁目6番1号
（株）エイト設計 札幌市中央区大通西1丁目14番地2
（株）エイチ・アイ・ディ 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2
（株）園建 札幌市厚別区大谷地西6丁目2番3号
荏原商事（株）北海道支店 札幌市中央区北4条東2丁目8番2号
（株）エアベール・ソリュージョンズ 旭川市東光19条9丁目2番3号
（株）エー・エル・ピー 滝川市流通団地2丁目1-42
（株）エスエスイー　札幌事務所 札幌市北区北7条西5丁目7-1
（株）S&Sエンジニアリング札幌営業所 札幌市中央区北2条西1丁目10番地
エスケー産業（株） 札幌市白石区東札幌１条4丁目8番1号
（株）エス・エム・ピー 札幌市白石区菊水元町2条2丁目4番20号
（株）エスアールエル 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
ＮＴＣコンサルタンツ（株）北海道支社 札幌市中央区南1条西8丁目1番1号
NECキャピタルソリューション（株） 札幌市中央区大通西4丁目1番地
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（株）エヌエイチケイアイテック　北海道 札幌市白石区東札幌６条４丁目1番１１号
（株）ＮＴＴファシリティーズ北海道支店 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21
（株）ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市中央区大通西14丁目7番地
（株）NTTドコモ　北海道支社 札幌市中央区北1条西14丁目6番地
ＮＥＣフィールディング（株） 札幌市中央区大通西4丁目１番地
ＮＥＣフィールディング（株） 旭川3条通9丁目左1号
（株）ＮＪＳ　札幌事務所 札幌市中央区北3条西3丁目1番地
エヌエス環境（株）札幌支店 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12
ＮＴＴファイナンス（株）北海道支店 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21
ＮＥＣネッツエスアイ（株）北海道支店 札幌市中央区大通西4丁目1番地
エヌ･エス（株） 札幌市北区新川3条18丁目2番6号
（株）エム・アイ・システム 札幌市東区本町1条1丁目1番21号
（株）エム・エム・ピー 札幌市白石区菊水元町2条2丁目4番20号
（株）Ｍ・Ｉ・Ｃ 苫小牧市新中野町３丁目１番１2号
（株）ＭＫアシスト 滝川市流通団地3丁目3番5号
（株） ＬＳＩメディエンス 東京都千代田区内神田1丁目13番4号
（株）岡田設計 札幌市中央区南11条西15丁目2番1号
大谷商事（株） 砂川市東1条南1丁目1－24
沖電気工業（株）北海道支社 札幌市中央区北3条西3丁目1番44号
オルガノ（株）北海道支店 札幌市東区北7条東5丁目8番37
応用地質（株）北海道支店 札幌市白石区南郷通1丁目北9番20号
（株）表鉄工所 旭川市永山町7丁目2番地
（株）オオヤマ 砂川市西1条南10丁目2番1号
オーハシ総合設備（株） 砂川市空知太東1条3丁目3番7号
（株）奥山工業所 砂川市東1条南7丁目1番1号
特定非営利活動法人　オアシス 砂川市西5条南9丁目1番8号
沖ウィンテック（株）北海道支店 札幌市北区北7条西2丁目20番地
（株）奥村組　札幌支店 札幌市中央区北4条西2丁目1番18
オリジナル設計（株）札幌事務所 札幌市中央区北1条東1丁目4番1
オーチス・エレベータサービス（株）北
海道支店

札幌市中央区北1条西7丁目3番

（株）大林組　札幌支店 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1
（株）オバリ 北見市小泉386番地4
オオハシコンサルタント（株） 小樽市入船1丁目1番7号
大崎データテック（株）札幌営業所 札幌市中央区南2条東2丁目9-8
（株）オーク 札幌市西区八軒6条東2丁目8番10号
（株）オリエンタルコンサルタンツ　北海
道支店

札幌市東区北19条西3丁目2番16号

奥場青果 砂川市西３条南5丁目1-10
王子・伊藤忠エネクス電力販売（株） 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
カシオ情報機器（株）北海道オフィス 札幌市中央区南3条西10丁目1001-5
（有）兼弘　永森家具店 砂川市西1条南3丁目1番7号
鹿島道路（株）北海道支店 札幌市手稲区稲穂3条3丁目9-15
（株）川上鉄工製作所 砂川市西1条南21丁目4番30号
（株）カバト技研 奈井江町字奈井江町227番地20
（株）開発工営社 札幌市中央区北4条西5丁目1番地
カワモト白衣（株） 旭川市2条通13丁目265番地
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（有）亀屋百貨店 砂川市東1条南10丁目1番15号
（株）開発調査研究所 札幌市豊平区月寒東4条10丁目7番1号
開発工建（株） 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地
（株）カツイ 岩見沢市9条西1丁目10番地1
鹿島建設（株）北海道支店 札幌市中央区北2条西4丁目1番地3
（有）亀谷土建 砂川市西3条北22丁目1番14号
（株）会議録センター　北海道支社 札幌市北区北8条西6丁目
川端建設（株） 砂川市西1条南21丁目1番7号
（株）葛西建設工業 歌志内市字文珠187番地10
（株）かねだサッシ 砂川市東2条北7丁目4番地
カワテックス（株） 砂川市空知太東1条3丁目2番10号
亀谷建設（株） 砂川市東4条南16丁目1番16号
川崎地質（株）北海道支店 札幌市中央区北1条東2丁目5番2号
（株）角一商会 小樽市色内2丁目12番1号
加藤建設（株） 歌志内市字文珠141番地
風のアトリエ 砂川市東1条南6丁目1-3
（株）会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番
鹿島環境エンジニアリング（株）北海道
支店

砂川市豊沼町1番地

（株）金田設計 岩見沢市西川町505番地8
開成コンサルサント（株） 札幌市西区西野5条6丁目2番13号
（株）河合楽器製作所 旭川店 旭川市3条通7丁目
（株）ガイアート　北海道支店 札幌市中央区北1条西10丁目1番4号
（株）環境緑地研究所 札幌市中央区北4条西6丁目1番地1
（株）関電工　北海道支社 札幌市中央区北1条西4丁目1番地2
環境クリエイト（株） 札幌市東区北20条東2丁目2番32号
（株）環境テクニカルサービス 札幌市西区発寒9条9丁目1番38号
環境開発工業（株） 北広島市北の里41番地27
環境サービス（株） 砂川市西4条南1丁目3番1号
カンエイ実業（株） 札幌市中央区南7条西6丁目289番地6
カンエイ実業（株）旭川営業所 旭川市北門町22丁目2168番地228
（株）環境設備計画 札幌市北区北７条西2丁目6番地
（株）環境リサーチ 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号
（株）環境管理センター　北海道支店 札幌市東区北7条東3丁目28-32
（株）管研 札幌市手稲区新発寒7条1丁目1番26号
共和化工（株）札幌支店 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号
（株）木川電機商会 砂川市東1条北5丁目1番3号
協立測量設計（株） 深川市3条26番38号
極東サービスエンジニアリング北海道 札幌市中央区北3条東12丁目99番地6
（株）協和エクシオ　北海道支店 札幌市中央区南21条西7丁目2番20号
（株）共立測量設計 札幌市豊平区平岸8条13丁目2番27号
（株）紀伊國屋書店　北海道営業部 札幌市中央区北5条西5丁目7番地
キムラエンジニアリング（株） 砂川市東1条南17丁目1番31号
（株）機械メンテサービス 札幌市厚別区厚別中央4条4丁目1番1
極東建設（株）砂川支店 砂川市東１条北22丁目1番10号
（株）岸田組 旭川市9条通18丁目右10号
協立設備（株） 札幌市北区百合が原5丁目1番38号
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（株）共成レンテム　滝川営業所 滝川市北滝の川1238番地1
（株）木本動力工業所 旭川市永山北3条6丁目6番17号
（株）きんでん　北海道支社 札幌市中央区北3条西4丁目1番地１
キョウワ（株）札幌支店 北広島市北の里7番地1
経塚工業（株）札幌支店 札幌市東区北15条東1丁目4番22号
（株）極東コンサルタント 札幌市西区24軒1条2丁目3番9号
基礎地盤コンサルタンツ（株）北海道支 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号
キーウェア北海道（株） 札幌市北区北7条西1-1-5
（株）共和建設 共和町前田45番地
旭日電気工業（株）札幌支店 札幌市白石区菊水9条1丁目5番4号
共進工業（株） 岩見沢市4条東12丁目
極東サービスエンジニアリング北海道 札幌市中央区北3条東12丁目99番地6
極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号
（株）北企画エンジニアリング 札幌市中央区南4条西6丁目11番地2
協信電気工業（株） 札幌市中央区北13条西15丁目6番22号
共成電機工業（株） 札幌市中央区大通東5丁目4番地
（株）共立メンテナンス札幌支店 札幌市中央区南1条東3丁目11番地9
キャリアバンク（株） 札幌市中央区北5条西5丁目7番地
（株）近代設計　札幌支社 札幌市中央区南1条西10丁目3番地
（株）共伸設備設計事務所 札幌市西区二十四軒1条4丁目6ｰ3
キャノンシステムアンドサポート（株）北
海道東営業部　旭川営業所

旭川市5条通9丁目左1号

キャタピラーイーストジャパン合同会社
北海道支社道北支店空知営業所

砂川市西1条北23丁目1番10号

技販工業(株) 札幌市北区新琴似12条1丁目2番8号
(株)行政システム研究所 札幌市東区北7条東3丁目28番32号
（株）ぎじろくセンター　東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町9-3
（株）ぎょうせい　北海道支社 札幌市中央区北5条西6-2-2
技研測量設計（株） 深川市北光町2丁目2番41号
北電力設備工事（株） 札幌市中央区南2条西12丁目323番地
（株）北弘電社 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号
（株）北風 砂川市東1条北3丁目1番9号
（株）ＫＩＴＡＢＡ 札幌市中央区大通東3丁目１番地
北第百通信電気（株） 札幌市中央区南5条西22丁目2番12号
北札幌電設（株） 札幌市東区北23条東1丁目12番7号
北日本コンピューターサービス（株） 秋田市南通築地15番32号
（有）北野本店 赤平市泉町1丁目1番地
（株）北日本技術コンサル 札幌市豊平区中の島2条3丁目1番3号
（有）北日本測量 赤平市茂尻元町北2丁目16番地
（株）北谷組 砂川市東4条南3丁目2番1号
北日本測地（株） 札幌市中央区南4条西25丁目1番27号
クボタ機工（株）北海道営業所 札幌市中央区北3条西3丁目1番地44
クマリフト（株）札幌営業所 札幌市白石区米里1条3丁目1番1号
草野作工（株） 江別市上江別西町16番地
（株）久米設計　札幌支社 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1
（株）クリーンアップ 札幌市中央区南3条西13丁目320番地
（株）クラーク綜合通商 千歳市本町1丁目1番地1
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クリタ・ケミカル北海道（株） 札幌市白石区菊水元町5条1丁目2番12号
クボタ環境サービス（株）　北海道支店 札幌市中央区北3条西3丁目1番地6
（株）クボタ　北海道支社 札幌市中央区北3条西3丁目1番地44
栗原工業（株）札幌営業所 札幌市白石区北郷４条３丁目2番28号
（株）釧路製作所 釧路市川北町9番10号1
（株）クリマテック　北海道支店 札幌市中央区北2条西1丁目1番地
（株）久保田組 新十津川町字中央530番地1
（株）栗本鐵工所　北海道支店 札幌市中央区北1条西3丁目3番地
（株）熊谷組　北海道支店 札幌市中央区南1条西6丁目11番地
グローバル設計（株） 札幌市中央区南2条西10丁目1番4号
（株）計良調査設計 砂川市空知太東2条6丁目1番1号
（株）建築工房 札幌市中央区大通西15丁目2番地8
（株）ケイジー技研 札幌市中央区南3条西13丁目320番地
（株）ケイアイ 札幌市厚別区厚別南2丁目10番26号
（株）建設コンサルタント 札幌市北区北13条西4丁目１番６号
一般財団法人　経済調査会　北海道支 札幌市中央区北１条西3丁目2
（株）恵和ビジネス 札幌市中央区南２条西１２丁目３２４番地１
一般財団法人　建設物価調査会　北海
道支部

札幌市中央区北2条西4丁目1番

（株）建設技術研究所　北海道支社 札幌市中央区北3西3丁目1-6
（株）元創 札幌オフィス 札幌市中央区南1条東2丁目8－1
（株）コムズワーク 札幌市西区西町北12丁目7番10号
寿薬品（株） 札幌市北区太平8条7丁目3番10号
（株）コトブキ　札幌支店 札幌市中央区大通東2丁目3番地
（株）小林舞台システム 恵庭市戸磯76番地26
コニカミノルタジャパン（株）ヘルスケア
カンパニー札幌営業所

札幌市東区北34条東19丁目1番22号

コマツ建機販売（株）北海道カンパニー
砂川支店

砂川市空知太東1条6丁目1番19号

小西測量設計事務所 滝川市緑町1丁目5-22
（株）コンピューター・ビジネス 旭川市緑が丘東1条4丁目2番14号
（株）コンステック　札幌支店 札幌市中央区南3条西10丁目1001-5
国際航業（株）北海道支店 札幌市北区北7条西7丁目1番地
国策共栄（株） 旭川市パルプ町1条3丁目505番地の1
（株）コメリ 新潟県新潟市南区清水4501番地1
コニシ工営（株） 札幌市北区新琴似5条16丁目5番15号
今野商事（株） 滝川市栄町2丁目1番16号
（株）後藤曳家工業所 札幌市手稲区新発寒6条1丁目1番6号
五建工業（株）札幌支店 札幌市白石区中央2条2丁目1番1号
五洋建設（株）札幌支店 札幌市中央区北5条西2丁目5番地
（株）鴻池組　北海道支店 札幌市中央区南1条西14丁目1番地
（株）光生舎 札幌市東区北39条東15丁目1番19号
（株）構研エンジニアリング 札幌市東区北18条東17丁目1番1号
神戸綜合速記（株）札幌支店 札幌市中央区大通西1丁目14-2
（有）香西建設 滝川市幸町3丁目3番21号
恒完工業（株） 札幌市中央区北4条西12丁目1番地
恒星設備（株） 札幌市東区北20条東22丁目1番1号
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協業組合　公清企業 札幌市中央区北1条東15丁目140番地
郡リース（株）札幌支店 札幌市厚別区厚別東4条8丁目16番1号
国土防災技術北海道（株） 札幌市中央区北3条東3丁目1番地30
（株）サッポロ・エンジニヤーズ 札幌市中央区南7条西2丁目1番地8
（株）札幌北洋リース 札幌市中央区大通西3丁目11番地
札幌臨床検査センター（株）岩見沢営 岩見沢市6条東11丁目33番地
（株）札幌日総建 札幌市中央区南1条西8丁目1番地
札幌日産自動車（株）空知店 砂川市空知太西6条7丁目1番2号
（株）サニクリーン北海道　 旭川営業所 旭川市新富2条1丁目1番15号
札建工業（株） 札幌市北区北7条西6丁目2番地34
札幌施設管理（株） 札幌市白石区南郷通14丁目北3番37号
（株）札幌ニット 札幌市白石区本郷通4丁目南2番9号
（株）サーベイリーサーチセンター 東京都荒川区西日暮里2丁目40番地10号
（株）佐藤建設 砂川市吉野1条南1丁目9番14号
（株）サイダ 小樽市奥沢1丁目25番23号
（有）佐藤塗装店 砂川市東4条南5丁目1番3号
札幌トヨペット（株）滝川店 滝川市黄金町東2丁目1番5号
（株）サポートシステム札幌支店 札幌市中央区南3条西10丁目1001番地5
（株）櫻井千田　砂川営業所 砂川市東１条南20丁目1番38号
（有）札幌速記事務所 札幌市中央区北4条西16丁目1-3
札幌機工整備（株） 札幌市白石区中央2条5丁目2番44号
税理士法人　さくら総合会計 札幌市中央区南４条東４丁目２番地１
佐藤工業（株）札幌支店 札幌市北区北9条西3丁目19番地1
（株）サインランド 札幌市豊平区平岸3条7丁目6番1号
スポーツ施設北海道（株） 札幌市白石区南郷通1丁目北6番20-703号
（株）札幌ニチエー 札幌市手稲区新発寒5条1丁目1101番地35
（株）佐藤工務店 美唄市大通東1条南5丁目1番23号
（有）ささき 札幌市清田区里塚緑ヶ丘1丁目1番1号
笹木産業（株） 滝川市流通団地2丁目4番39号
（株）佐川測量社 札幌市豊平区豊平6条10丁目5番43号
（有）三栄建機 砂川市西1条南21丁目1番7号
SATO行政書士法人 札幌市東区北6条東2丁目3番1号
（株）札幌メディカルコーポレーション 札幌市白石区本通3丁目北6番18号
札幌臨床検査センター（株）滝川営業 滝川市本町2丁目3-5
三共建具工業（株） 砂川市西1条南5丁目1番10号
（株）サンプラント  札幌支店 札幌市豊平区豊平1条1丁目1番1号
サンコーコンサルタント（株）札幌支店 札幌市中央区大通西12丁目4番地69
サンポットエンジニアリング（株） 札幌市東区本町2条10丁目1番25号
三精テクノロジーズ（株）札幌営業所 札幌市中央区北1条西7丁目1-1
（株）三洋コンサルタント 名寄市西6条南10丁目2番地14
三瑛防災（株） 砂川市東5条南18丁目1番14号
（株）三洋 旭川市工業団地4条2丁目3番5号
（株）サン設計事務所 札幌市東区北33条東6丁目2番28号
（株）三共コンサルタント 士別市東2条北3丁目11番地
三共電気工業（株） 札幌市北区北6条西6丁目2番地
三光実業（株） 砂川市西4条北1丁目１番１号
（株）サンコー 砂川市西2条北5丁目1番3号
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（株）三建設計事務所 旭川市神楽4条4丁目1番1号
三鉱建設（株） 砂川市東1条南18丁目1番31号
（有）サンポウ物流 苫小牧市表町1丁目4番5号
（株）三省堂書店　旭川営業所 旭川市1条通14丁目131－1
（有）サンテック 静岡県富士宮市大中里1274番地の6
三和航測（株）北海道支社 札幌市白石区本通12丁目南5-18-301
サンユ工業（株） 旭川市錦町15丁目2965番地の16
三建設備工業（株）北海道支店 札幌市北区北15条西2丁目1番1号
三響楽器（株） 札幌市手稲区手稲本町2条3丁目9番1号
（株）三栄液化瓦斯 砂川市三砂町55番地3
（株）サン高千穂 札幌市白石区本通16丁目北1番20号
三和シャッター工業（株）札幌統括営業 札幌市中央区北1条西10丁目1番26号
三共舗道（株）滝川支店 滝川市明神町4丁目１番17号
（株）サンケミ 札幌市白石区菊水4条3丁目2番40号
三機工業（株）北海道支店 札幌市中央区北3条西4丁目1番地
（株）サンテックス 砂川市西1条南21丁目4番34号
三和土質基礎（株） 札幌市西区二十四軒4条5丁目11番10号
三東商事（株） 砂川市豊沼町1番地
（株）三晃空調　北海道営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3番地
（株）照運 砂川市西1条北12丁目1番28号
昭和（株）登別営業所 登別市中央町6丁目2番地6
（株）CRC 岩見沢市岡山町18番地20
（株）シバンス 石狩市花川南1条4丁目102番地
柴田興産（株） 札幌市厚別区厚別東3条2丁目1番40号
（株）シー・イー・サービス 札幌市豊平区西岡2条8丁目5番27号
（株）シビテック 札幌市白石区東札幌2条5丁目8番1号
（株）柴滝建築設計事務所 旭川市7条通6丁目右1号
昇寿チャート（株）札幌支店 札幌市中央区北8条西18丁目1番地7
（株）システム環境研究所　東京事務所 東京都中央区八丁堀2丁目26番9号
システムバンク（株） 札幌市中央区大通西8丁目2番地
島津メディカルシステムズ（株）北海道 札幌市中央区北9条西15丁目28番地196
（株）シー・アイ・エス計画研究所 札幌市北区北10条西3丁目13番地
清水建設（株）北海道支店 札幌市中央区北1条西2丁目1番地
写測エンジニアリング（株）札幌支店 札幌市北区北7条西6丁目1番4号
システムサービス（株） 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号
（株）白鳥設備設計事務所 札幌市北区北32条西12丁目1番15号
シーメンスヘルスケア（株）北海道営業 札幌市中央区北3条西4丁目1番1号
(株) 昭和プラント 札幌市北区新川4条3丁目3番7号
嶋産業（株） 芦別市北6条西2丁目8番地の14
ショーボンド建設（株）札幌営業所 札幌市白石区東札幌4条2丁目1番6号
信濃化学工業（株） 長野市桐原1丁目2番12号
（株）シーウェイエンジニアリング 札幌市白石区東札幌2条5丁目1－25
（株）白樺設計 札幌市中央区南1条西17丁目1-18
（株）昌興建設 砂川市東4条南8丁目1－23－11
（株）システムハウスアールアンドシー
北海道営業所

恵庭市北柏木町3丁目108番

（株）シミズ・ビルライフケア 東京都中央区京橋2丁目10番2号
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（株）シオン 札幌市白石区菊水元町1条1丁目4番34号
GEヘルスケア・ジャパン（株）札幌支店 札幌市西区二十四軒1条3丁目2番12号
（株）ジー・ガイヤ 札幌市清田区里塚2条6丁目1番3号
（株）JECC 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
（株）自治体病院共済会 東京都千代田区紀尾井町3番27号
（株） ＧＩＣ Ｊａｐａｎ 札幌市中央区宮の森3条11丁目1番34号
ジョンソンコントロールズ（株）北海道支 札幌市中央区北2条西1丁目1番地
（株）ジェービー北海 札幌市中央区北2条西1丁目1番地
蛇の目ミシン工業（株） 札幌支店 札幌市白石区本通3丁目北1-21
（株）常光　旭川支店 旭川市旭神3条4丁目1番8号
（株）ジェイアール北海道エンジニアリ
ング株式会社

札幌市中央区北10条西15丁目1番2号

十全（株）札幌支店 札幌市中央区南1条西6丁目
ジャパンシステム（株） 東京都渋谷区代々木1丁目22番1号
（株）ＧＩＳ北海道 札幌市中央区南7条1丁目73番地
シンレキ工業(株)北海道事業所 岩見沢市栗沢町字由良244番地18
（株）神鋼環境ソリューション　 北海道 札幌市中央区北4条西5丁目1番地3
新日本工業（株） 旭川市東8条6丁目5番8号
新栄クリエイト（株） 札幌市中央区北8条西20丁目2番15号
新生美装興業（株） 札幌市東区北23条東1丁目8番21号
（株）新興工業 札幌市西区発寒14条3丁目1番1号
新太平洋建設（株） 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1
新栄コンサルタント（株） 旭川市神楽5条10丁目1番29号
新日本有限責任監査法人　札幌事務 札幌市中央区北1条西4丁目1-2
振興電気（株）北海道支店 札幌市中央区大通西16丁目2番地
新谷建設（株） 旭川市6条通3丁目右10号
新日章（株） 旭川市永山14条3丁目4番25号
（株）シン技術コンサル 札幌市白石区栄通2丁目8番30号
新明和工業（株）流体事業部　営業本
部北海道支店

札幌市西区二十四軒１条７丁目2番39号

シンフォニアエンジニアリング(株) 札幌
営業所

札幌市中央区南3条東4丁目1番31号

（株）シンク 福岡県田川市大字伊加利字狐取1824番地22
新菱冷熱工業（株）北海道支社 札幌市中央区北5条西6丁目2番2号
新工電気（株） 札幌市中央区南4条西24丁目1番1号
シンコースポーツ（株）北海道支店 札幌市中央区北2条西1丁目10番地
（株）鈴木商会 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1
スミセキ・ジオテクノ(株) 札幌市中央区北2条西13丁目1番地37
（株）ステリサイクル放射線サービス 札幌市北区北22条西8丁目1番16号
（株）鈴木東建 札幌市西区発寒9条10丁目2番10号
（株）スローフォワード　札幌支店 札幌市白石区南郷通8丁目南4番24号
水ing（株）北海道支店 札幌市中央区北7条西15丁目28番11号
砂川道路管理協同組合 砂川市北吉野町282番地4
（株）須田製版滝川営業所 滝川市栄町4丁目4番1号
（株）砂川ガス 砂川市東1条南18丁目1番39号
末廣屋電機（株）滝川本店 滝川市栄町1丁目5番17号
（株）スゴー事務機 旭川市神楽2条10丁目3番3号
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（有）鈴木呉服店 砂川市東1条北1丁目1番8号
（株）水機テクノス札幌営業所 札幌市中央区北2条西3丁目1番地24
（株）スズケン　滝川支店 滝川市空知町2丁目4番32号
（株）ストーク 札幌市東区北8条東8丁目2-1
（株）砂子組 奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ987番地10
（株）ズコーシャ　札幌支社 札幌市白石区南郷通2丁目南11番9号
（株）セラビ 札幌市東区本町1条9丁目2-4
千永工業（株） 砂川市晴見3条北9丁目5番4号
セントフィールド（株） 札幌市豊平区美園3条6丁目1-7
（株）セキュメント 新十津川町字中央315番地1
セコム（株） 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号
（株）生和 札幌市白石区菊水元町1条4丁目4番30号
（有）星友環境サービス 滝川市二の坂町東1丁目16番24号
晴和テクネット（株） 旭川市工業団地4条2丁目2番6号
セラル 旭川市末広東3条5丁目6-4
（株）銭高組　北海道支店 札幌市中央区南6条西13丁目1-28
（株）ゼンリン　旭川営業所 旭川市3条通9丁目710番地
ソリトン・コム（株) 札幌市中央区盤渓365番地
（株）綜企画設計札幌支店 札幌市白石区平和通3丁目北3番3号
（株）総北海 旭川市工業団地2条1丁目
（有）創建塗装 砂川市東4条南16丁目1番22号
（株）創建社 札幌市中央区南1条西10丁目3番地
（株）空知コンサルタント 美唄市西4条南3丁目3番14号
空知興産（株） 滝川市東町1丁目1番9号
ソラチ環境（株） 滝川市新町6丁目3番20号
相合縫製（株） 札幌市白石区本通10丁目南7番9号
（株）創明建築設計事務所 旭川市永山8条通17丁目右1号
（株）創電 岩見沢市大和2条2丁目17番地5
空知環境総合（株） 岩見沢市宝水町207番地1
（株）ソリューションセンター 旭川市3条通8丁目842番地1
空知中央バス（株) 滝川市栄町4丁目9番1号
綜合警備保障（株）北海道支社 札幌市白石区菊水上町1条2丁目100番地
（株）ソラスト　札幌支社 札幌市中央区北5条西5丁目2番5号
（有）空知空調 砂川市東4条南18丁目1番37号
空知単板工業（株） 赤平市平岸西町3丁目12番地
高田塗装工業（有） 砂川市東1条南6丁目1番20号
（株）田辺構造設計 札幌市東区北19条東8丁目5番11号
（株）タナカ コンサルタント 苫小牧市新開町2丁目1番3号
田井自動車工業（株） 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号
（有）田川燃料 砂川市東1条北4丁目1番10号
拓北電業（株） 札幌市中央区北8条西20丁目2番10号
（株）高岡建築設計事務所 札幌市中央区北4条西6丁目1番地の3
（株）高木設計事務所 札幌市北区北7条西2丁目6番地
滝川測量設計（株） 滝川市空知町3丁目3番21号
（株）高橋組 奈井江町字奈井江町171番地30
（株）高木組　札幌支店 札幌市東区北34条東1丁目1番21号
（株）滝川旅行センター 滝川市栄町3丁目9番2号
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（株）高崎 札幌市北区新川2条2丁目12番27号
（株）タケカワ総合コンサルタント 札幌市白石区本通6丁目北1番23号
滝川自動車運輸（株） 滝川市流通団地2丁目3番13号
（株）竹山　空知支店 砂川市西3条北5丁目9
（株）タナカ 札幌市東区北6条東2丁目2番11号
拓新エンジニア（株） 長沼町本町北1丁目3番16号
（有）高坂板金店 砂川市東1条北3丁目1番15号
（株）田中建設 美唄市西4条北4丁目1番27号
タキレイ滝川冷機工業（株） 滝川市新町3丁目12番8号
拓友工業（株） 奈井江町字チャシュナイ987番地10
高砂熱学工業（株）札幌支店 札幌市中央区北3条西4丁目1番地
（株）高西工務店 砂川市西2条南10丁目2番2号
タニコー（株）札幌営業所 札幌市白石区平和通17丁目南3番11号
タニコー（株）岩見沢営業所 岩見沢市栗沢町字由良2番地12
（株）田端本堂カンパニー　滝川本店 滝川市東町1丁目38番地16
（株）玉川組 恵庭市相生町231番地
（株）田中組 札幌市中央区北6条西17丁目17番地の5
武ダ技建創（株） 札幌市白石区中央2条1丁目6番15号
（株）タクマ　北海道支店 札幌市中央区大通西5丁目11番地
（株）トーショウビルサービス 岩見沢市7条西4丁目10番地12
（株）タスク 滝川市東町6丁目213番地13
タカハタ建設（株） 旭川市本町3丁目437番地239
拓友道路（株） 奈井江町字チャシュナイ982番地1
（有）田村興業 砂川市東2条南10丁目1番6号
（株）拓殖設計 札幌市中央区南5条西23丁目2番7号
（有）武川自動車商会 砂川市吉野1条南4丁目7番24号
ダリ・マネージメント（株） 東京都渋谷区代々木1丁目24番6号
（株）ダイヤコンサルタント北海道支社 札幌市北区北10条西2丁目13番地2
（株）ダンテック 札幌市東区北19条東7丁目3番25
太平ビルサービス（株）旭川支店 旭川市6条通7丁目右1号30-1
（株）大正オーディット　札幌支店 札幌市中央区北3条西3丁目1-47
（株）太平エンジニアリング　北海道支 札幌市東区北7条東6丁目18番9号
大成建設（株）札幌支店 札幌市中央区南1条西1丁目4番地
（株）泰進建設　滝川本店 滝川市流通団地3丁目7番31号
太陽ホーム（株） 新十津川町字中央331番地2
大成機工（株） 大阪市北区梅田1-1-3-2700
大成機工（株）北海道営業所 札幌市中央区北2条西2丁目41番地
大成設備（株）北海道支店 札幌市中央区大通西1丁目14番地2号
（株）大建設計　札幌事務所 札幌市北区北7条西7丁目1番地30号
ダイシン設計（株） 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23
第一興産（株）砂川支店 砂川市東1条北3丁目1番11号
大地コンサルタント（株） 旭川市4条西2丁目1番12号
ダイダン（株）北海道支店 札幌市北区北20条西5丁目1番43号
（株）第一岸本臨床検査センター 札幌市東区伏古7条3丁目5番10号
ダイハツ北海道販売（株）滝川店 滝川市黄金町東4丁目1番7号
大丸（株） 札幌市中央区南1条西3丁目2番地
大和リース（株）札幌支店 札幌市東区北42条東17丁目6－12
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（株）ダイイチプラニング 旭川市川端町1条6丁目1番17号
大和ユニフォーム（株） 旭川市6条通16丁目左10号
大日本紙綿（株） 旭川市豊岡2条4丁目4番14号
大豊建設（株）北海道支店 札幌市豊平区平岸5条13丁目3番23号
第一法規（株） 東京都港区南青山2丁目11番17号
（株）長大　札幌支社 札幌市中央区北1条東2丁目5番3
中央エレベーター工業（株）札幌支店 札幌市東区北40条東4丁目3番15号
中央コンピューターサービス（株）札幌 札幌市北区北7条西1丁目1番2号
（株）千代田テクノル　札幌営業所 札幌市中央区北1条東2丁目5番地2
中央緑化土木（株） 砂川市東豊沼203番地6
中央防災システム(株) 釧路市材木町15番13号
中央防災システム（株）滝川営業所 滝川市西町7丁目2番36号
中央建鉄（株）札幌支店 札幌市北区北23条西5丁目2番33号
中央コンサルタンツ（株）札幌支店 札幌市中央区北4条東1丁目2番地3
中央ビルメンテナンス（株）空知支店 滝川市花月町3丁目4番7号
中央開発（株）札幌支店 札幌市白石区東札幌2条5丁目76ｰ3
（株）つうけんアドバンスシステムズ 札幌市白石区本通19丁目南6番8号
塚田設備管理（株） 札幌市西区二十四軒1条5丁目1番
都築テクノサービス（株）札幌支店 札幌市中央区大通西７丁目２番地
都築電気（株）北海道支店 札幌市中央区南1条東1丁目3番地
（株）つうけんアクティブ 札幌市中央区南20条西10丁目3番5号
（株）鶴見製作所　北海道支店 札幌市東区北20条東17丁目1番5号
（株）通電技術 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号
帝人在宅医療（株） 東京都千代田区内霞ヶ関3丁目2番1号
テクノ・トッパン・フォームズ（株）東日本
サービス部

札幌市西区二十四軒4条1丁目1-30

（株）帝国設計事務所 札幌市東区北25条東12丁目1番12号
テスコ（株） 東京都千代田区西神田1丁目4番5号
（株）ＴＭＳ工業 札幌市東区伏古8条2丁目5番19号
（株）テクノス北海道 旭川市忠和4条7丁目4番10号
（株）テクノ菱和　札幌営業所 札幌市中央区南2条東1丁目１番地14
帝商（株）北海道営業所 札幌市東区北7条東1丁目１－１
フルテック（株）旭川支店 旭川市東4条10丁目2番4号

（株）テクノラボ
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1
番10号

（株）テラダ 滝川市新町1丁目9番19号
鉄建建設（株）札幌支店 札幌市中央区北5条西2丁目5番地
（株）電業 旭川市10条通22丁目1番地3
（株）電制 江別市工栄町8番地の13
（株）データベース 札幌市北区北7条西5丁目8番5号
（株）データ 設計 東京都中央区日本橋本町2丁目8番12号
（株)データ管理 帯広市西12条北5丁目4番地49
ＤＣＭホーマック（株）砂川店 砂川市東1条南12丁目1－1
（株）データホライゾン 東京本社 東京都文京区後楽1丁目5番3号
（株）デイリー・インフォメーション北海 札幌市長区北4条西6丁目1番地
（株）でんこう 札幌市白石区菊水9条3丁目2番23号
電気興業（株）北海道支店 札幌市北区北6条西6丁目2番地
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トヨタエルアンドエフ札幌（株）空知営業 美唄市進徳町2区
（株）巴コーポレーション　札幌支店 札幌市中央区大通西14丁目3番地23
（株）図書館流通センター 東京都文京区大塚3丁目1番1号
戸田建設（株）札幌支店 札幌市中央区北3条東2丁目2番地
(株)トマウェーブ 苫小牧市字勇払285番地1
（有）冨樫設備 滝川市泉町2丁目15番25号
（株）都市設計研究所 札幌市中央区南1条東3丁目10番地1
（株）都市整備コンサルタント 札幌市中央区北1条西19丁目1番地4
（株）トーエネック　北海道支社 札幌市中央区北1条西13丁目4番地
（株）トヨタレンタリース新札幌　空知店 砂川市空知太西1条5丁目1番9号
トキワ地研（株） 札幌市東区北28条東2丁目779番地
トッパン･フォームズ（株） 札幌市西区二十四軒4条1丁目1-30
（株）土木技術コンサルタント 帯広市西1条南27丁目1番地
（株）道銀地域総合研究所 札幌市中央区大通西4丁目1番地
道路建設（株） 札幌市北区北7条西4丁目3番地1
（株）ドウデン 札幌市東区北7条東18丁目1番40号
道央配管工業（株） 美唄市西4条南6丁目1番56号
（株）ドーコン 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号
（株）道北暖房設備 旭川市永山北2条7丁目158番地の1
道央興産（株） 岩見沢市日の出北1丁目6番18号
（株）道測テクニス 札幌市東区北35条東5丁目1番12号
（株）ドート 札幌市東区北13条東7丁目5番1号
ドーピー建設工業（株） 北海道支店 札幌市中央区北1条西6丁目2番地
（株）道央ハウジング 滝川市泉町2丁目1番7号
（株）ドッドウエル ビー・エム・エス　札
幌支店

札幌市中央区南2条西13丁目319-20-2

道路工業（株） 札幌市中央区南8条西15丁目2番1号
道興建設（株） 札幌市南区川沿17条2丁目2番8号
東芝メディカルシステムズ（株）札幌支 札幌市東区本町2条2丁目3番6号
（株）東和測量 滝川市明神町4丁目8番13号
（株）東洋実業 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号
東芝医用ファイナンス（株） 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番10号
（株）東洋食品 東京都台東区東上野1丁目14-4
（株）東和設計　岩見沢支店 岩見沢市2条西5丁目8番地1
当別舗道（株） 当別町栄町819番地5
（株）東芝　北海道支社 札幌市西区琴似4条2丁目1番2号
東芝電機サービス（株）北海道支店 札幌市西区琴似4条2丁目1番2号
東邦北海道（株） 札幌市清田区美しが丘3条9丁目1番25号
東成建設（株） 旭川市宮下通22丁目左10号
東京索道（株） 東京都千代田区内神田1丁目4番2号
東洋建設工機（株） 砂川市西2条南6丁目1番2号
東芝ソリューション（株）北海道支社 札幌市西区琴似4条2丁目1番2号
（株）東京設計事務所　東京支社 東京都千代田区霞が関3丁目7番1号
東和コンサルタント（株） 札幌市豊平区月寒東3条16丁目6番1号
東邦薬品（株）岩見沢営業所 岩見沢市緑が丘5丁目177番地1
東京センチュリー（株）札幌支店 札幌市中央区北1条西3-3
東洋技研コンサルタント（株）札幌支社 札幌市中央区南1条西14丁目1番地
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東芝エレベータ（株）北海道支社 札幌市白石区東札幌4条2丁目1番1号
（株）東洋コンサルタント　北海道支社 札幌市中央区宮の森2条1丁目1番18号
（株）藤樹園 歌志内市字神威140番地
東洋商事（株）砂川営業所 砂川市東1条南18丁目1番39号
東陽上村アドバンス（株） 札幌市白石区菊水2条3丁目1番34号
東京インタープレイ（株） 東京都千代田区岩本町1丁目12番4号
東光電機工業（株) 岩見沢市3条東14丁目2
東光舗装（株） 江別市東光町45番地1
東和E＆C（株） 札幌市東区北24条東15丁目4番10号
東洋ロードメンテナンス（株） 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号 
（株）東京ソイルリサーチ　札幌支店 札幌市白石区南郷通8-南1-15
東洋熱工業（株）札幌支店 札幌市中央区北4条東2丁目8番2号
東洋印刷（株） 札幌営業所 札幌市東区北7条東3丁目28番32号
有限責任監査法人トーマツ 東京都港区南2丁目15番3号
東洋計器（株）札幌支店 札幌市中央区大通西7丁目2番地
東急建設（株）札幌支店 札幌市中央区北3条西一丁目1番地1
東京美装北海道（株）千歳支店 千歳市美々987番地22
南野建設工業（株） 砂川市西1条北23丁目1番20号
（株）南光堂 岩見沢市6条西3丁目
（株）中西製作所　旭川営業所 旭川市豊岡5条4丁目2番20号
（株）中山組　滝川支社 滝川市明神町4丁目1番17号
（株）中原建築設計事務所 旭川市本町1丁目840番地7
内外エンジニアリング北海道（株） 札幌市中央区南1条東1丁目3番地
（株）南部電設工業 岩見沢市南町8条2丁目１番26号
ナラサキ産業（株）北海道支社 札幌市中央区北1条西7丁目1番
（株）ナス総合設備事務所 札幌市東区北丘珠5条3丁目14番16号
（株）楢崎製作所 室蘭市崎守町385番地
（株）ナガワ　旭川営業所 当麻町字園別1区
（株）中山設計事務所 札幌市中央区南1条西7丁目12番地
中本土建（株） 深川市納内町2丁目15番26号
（有）永友商事 砂川市東6条南8丁目1番18号
（有）長田金属 砂川市西1条北24丁目228番地
（株）ナカジマ薬局 札幌市中央区北10条西24丁目2番15号
永井電機（株） 美唄市東4条北1丁目2番1号
（株）西村建築設計事務所 札幌市中央区南2条西13丁目318番地
日特建設（株）札幌支店 札幌市厚別区大谷地東4丁目2番20号
（株）日新工業　美唄支店 美唄市東3条南2丁目1番1号
（株）日進通工 札幌市東区伏古5条5丁目4番15号
（株）ニットメンテナンス 札幌市白石区南郷通4丁目北4番20号
日測技研（株） 札幌市中央区南19条西16丁目3番1号
西出興業（株） 赤平市大町1丁目3番地
（株）二二商会 札幌市手稲区曙1条2丁目2番37号
（株）ニューアクシス 旭川市東鷹栖東3条4丁目2163番地
ニチゾウ北海道サービス（株） 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1
西田鉄工（株）札幌支店 札幌市北区北7条西4丁目
（株）ニサカ 旭川市8条通9丁目左6号
日管建設（株） 岩見沢市7条西11丁目10番地5
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日成ビルド工業（株）札幌支店 札幌市中央区北1条東4丁目8番地1
（株）日総 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番31号
（有）新田総業 奈井江町字奈井江町70番地2
西山坂田電気（株） 旭川市豊岡12条2丁目3番21号
（株）西原衛生工業所　札幌支店 札幌市中央区北1条東1丁目6番地
日清医療食品（株）北海道支店 札幌市中央区北3条西4丁目1-1
日盛ビル管理（株） 札幌市中央区南１条東2丁目１番地
（株）西塚構造事務所 札幌市中央区北1条9丁目3番地27
ニッポンレンタカー北海道（株） 札幌市白石区東札幌1条1丁目1番8号
西松建設（株）札幌支店 札幌市北区北7条西2丁目20番地
（株）日星電機　岩見沢支店 岩見沢市3条西7丁目10番地
（株）西ガス 砂川市三砂町55番地3
（株）日進製作所 札幌市手稲区手稲山口435番地
日建コンサルタント（株） 札幌市北区北28条西15丁目2番15号
（有）西島設計 砂川市西1条北5丁目1番14号
（株）ニッコクトラスト北海道 札幌市北区7条西2丁目6番
ニチレキ（株）札幌営業所 札幌市白石区菊水元町6条4丁目2番1号
（株）西原環境　北海道支店 札幌市東区北6条東3丁目3番地1
（株）日建社 札幌市中央区南1条西8丁目4番地1
（株）日水コン　北海道支所 札幌市中央区北3条西1丁目1番地
日成建設（株） 芦別市南2条東1丁目2番地
（株）ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
日通商事（株） 札幌支店 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9
日本カルミック（株） 東京都千代田区九段南1丁目5番10号
日本体育施設（株）北海道営業所 札幌市西区山の手6条7丁目2番17号
日本電気（株）北海道支社 札幌市中央区大通西4丁目1番地
日本電気（株）旭川支店 旭川市3条通9丁目1704
日本マーキング（株） 札幌市手稲区西宮の沢1条2丁目3番14号
日本都市設計（株） 札幌市中央区南9条西6丁目1番37号
一般財団法人　日本気象協会北海道 札幌市中央区北4条西23丁目1番18号
（株）日本環境衛生研究所 旭川営業所 旭川市6条通2丁目2471番地5
日本建設（株）札幌支店 札幌市中央区大通西11丁目4番地
（株）日本経営情報システム 札幌市豊平区平岸2条5丁目2-14
日本高圧コンクリー ト（株）PC事業部
札幌支社

札幌市中央区北3条西3丁目1番地54

日本空調サービス（株）北海道支店 札幌市東区北19条東21丁目4－8
日本国土開発（株）札幌営業所 札幌市中央区北3条西3丁目1番地
日本ケーブル（株）札幌支店 札幌市中央区宮の森4条1丁目3番35号
日本マーキング（株） 札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目2番30号
日本ライナー（株）北日本支店 札幌市西区発寒16条3丁目1番19号
日本オーチス・エレベータ（株）北海道 札幌市中央区北3条西1丁目1番地1
日本防水総業（株） 札幌市中央区北3条東4丁目1番地
日本コムテック（株） 札幌市中央区南8条西13丁目3番60号
（株）日本工房 札幌市中央区北1条西7丁目3番地
日本エレベーター製造（株）札幌営業 札幌市北区北6条西6丁目2番地12
日本コムシス（株）北海道支店 札幌市中央区北4条15丁目1番地23
日本基礎技術（株）札幌支店 札幌市中央区北3条東8丁目8番地4



H29・30　競争入札参加資格者一覧

会　　　　　　社　　　　　　名 住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所
日本無線（株）北海道支社 札幌市中央区北3条西7丁目1番地
日本電設工業（株）北海道支店 札幌市北区北16条西5丁目2番22号
（株）日本サーモエナー　北海道支社 札幌市東区北25条東16丁目1番3号
日本工営（株）札幌支店 札幌市中央区北5条西6丁目2番地
日本水工設計（株）札幌事務所 札幌市白石区菊水9条3丁目2番23号
日本ファシリオ（株）札幌支店 札幌市中央区南1条東1丁目5番地
日本郵便（株）砂川郵便局 砂川市西1条北3丁目1-15
日本交通技術（株）札幌支店 札幌市中央区北11条西15丁目
（株）日本経営エスディサポート 大阪府豊中市寺内2丁目13番3号
日本調理機（株）北海道支店 札幌市豊平区美園2条6丁目3番14号
日本データーサービス（株） 札幌市東区北16条東19丁目1番14号
（株）日本防災技術センター　砂川営業 砂川市西1条北3丁目7番地2
（株）日本コンサルタントグループ札幌
営業所

札幌市中央区北5条西6丁目2-2

日本通運（株）札幌支店 札幌市北区北7条西4丁目5番地1
日本通信紙（株）札幌支店 札幌市中央区南11条西12丁目2-33
（株）日本除雪機製作所 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
（株）日本サポートサービス 東京都千代田区猿楽町2丁目2番10号
日本衛生（株）旭川営業所 旭川市豊岡6条4丁目10番4号
日本光電北海道（株） 札幌市中央区南2条東1丁目1-14
（株）ネクシス光洋 旭川市永山4条2丁目3番10号
（株）ネオ ・メディカル 江別市野幌屯田町6番地3
（株）ネオメディックス 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号
ネッツトヨタ札幌（株）空知店 砂川市空知太西6条7丁目1番1号
ノアインターナショナル（株） 札幌市豊平区豊平3条13丁目2番1号
能美防災（株）北海道支社 札幌市北区北13条西1丁目2番21号
野上技研工業（株） 札幌市東区北34条東15丁目1番22号
（株）八州機電 札幌市西区琴似2条2丁目4-10
長谷川体育施設（株）北海道支店 札幌市豊平区中の島1条2丁目2番15号
（株）橋爪土建 砂川市西3条南4丁目1番14号
橋本電気工事（株） 札幌市東区北19条東10丁目3番7号
（株）ハウ計画設計 札幌市中央区北4条西13丁目1番地2
（株）ハヤシ環境 滝川市中島町204番地7
（有）早川タイヤ工業所 砂川市東1条南4丁目1番19号
萩原建設工業（株） 帯広市東7条南8丁目2番地
（株）ＨＡＲＰ 札幌市中央区北1条西6丁目1番地2
（株）林工務店 砂川市西1条北15丁目1番29号
（株）治田タイヤ 砂川市空知太東1条1丁目1番5号
（株）八州　北海道支社 札幌市中央区南1条西7丁目12番地
バイオマスリサーチ（株） 帯広市東2条南4丁目10番地
（株）バリアンメディカルシステムズ 東京都中央区日本橋兜町5番1号
パブリックコンサルタント（株） 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23
パナソニックＥＳエンジニアリング（株）
北海道・東北支店

仙台市青葉区1番町4丁目1番25号

（株）パイプライン 札幌市清田区北野2条2丁目23番21号
パシフィックコンサルタンツ（株）北海道
支社

札幌市北区北7条西1丁目2番地6
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パナソニックシステムネットワークス
（株）システムソリューションズジャパン
カンパニー北海道社

札幌市豊平区月寒中央通11丁目7番40号

（株）パスコ　札幌支店 札幌市中央区南7条西1丁目13番地73
（株）平尾電気商会 砂川市東4条南3丁目2番10号
（株）引谷設計事務所 札幌市東区北43条東8丁目2番6号
日立キャピタル（株） 東京都港区西新橋1丁目3番1号
（株）日出開発 新十津川町字弥生1番地7
日立造船（株）東京本社 東京都品川区南大井6丁目26番3号
東日本設計（株） 札幌市中央区大通西25丁目4番18号
（株）日立国際電気　北海道支社 札幌市中央区北4条東1丁目2番地3
（株）日立国際八木ソリューションズ 東京都小平市回田町393番地
（株）日立国際八木ソリューションズ
北海道支店

札幌市中央区北4条東1丁目2番地3

Hitz環境サービス（株） 川崎市川崎区南町1番1
ヒロノ（株） 深川市4条7番9号
（株）廣 野 組 旭川市4条通10丁目2233番地11
（株）日立製作所　北海道支社 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
（株）日立ビルシステム　北海道支社 札幌市中央区北3条西4丁目1番地１
菱中建設（株） 札幌市中央区北3条西3丁目１番地6
東日本電信電話（株）ビジネス＆オフィ
ス営業推進本部

札幌市中央区大通西14丁目7番地

（有）日の丸食品 芦別市北1条西1丁目17番地
日立建機日本（株）空知営業所 砂川市東1条北22丁目1-1
平池電気管理事務所 滝川市中島町5丁目12番12号
（株）日立製作所　ヘルスケアビジネス
ユニット営業統括本部　診断システム
営業本部北海道支店

札幌市中央区北4条東1丁目

日比谷総合設備（株）北海道支店 札幌市中央区北4条西16丁目1
（株）ビーゴーイング 札幌市中央区北5条西10丁目5番1号
美唄ガス（株） 美唄市大通東1条南3丁目1番31号
（株）ビー・エム・エル　旭川営業所 旭川市金星町1丁目
（株）ビオフレックス 江差町字新栄町213番地
（株）美唄未来開発センター 美唄市字茶志内726番地2
（株）ピー・エス三菱 　札幌営業所 札幌市北区北10条西2丁目13番地2
PFU北海道（株） 札幌市中央区北3条西2丁目10-2
東テク北海道（株）旭川営業所 旭川市台場2条3丁目2番10号
（株）フレーベル館　北海道支社 札幌市西区二十四軒4条1丁目1-30
古河産機システムズ（株）札幌支店 札幌市北区北丘珠2条2丁目630番地
（株）二葉設計事務所 札幌市中央区南2条西19丁目291番地64
（株）フソウ北海道支店 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
福中建設（株） 岩見沢市岡山町18番地15
（株）フロンティア・サイエンス 石狩市新港西1丁目777番地12
（株）フュージョン 札幌市北34条東8丁目3番15号
フクタカ工業（株） 札幌市豊平区西岡2条1丁目1番46号
（株）フィリップスエレクトロニクスジャパ
ン　ヘルスケア事業部　営業本部

東京都港区港南2丁目13番37号
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フラワー観光バス（株） 美唄市東2条北1丁目1078番地4
古屋工業（株） 奈井江町字茶志内1779番地
（株）フォルテック 札幌市中央区南5条東3丁目5番地
（株)　ファルコン　札幌支店 札幌市北区北7条西7丁目1番地30
（株）ファイバーゲート 札幌市中央区南1条西8丁目10-3
（株）ファウンド 札幌市中央区南1条西5丁目14番地1
扶桑電通（株）北海道支店 札幌市中央区北1条東1丁目6番5
フクダライフテック北海道（株） 札幌市中央区北13条西17丁目1-35
（株）ヴァールマン 札幌市東区北36条東19丁目1-16
（株）プライムツーワン 札幌市豊平区月寒東5条10丁目3番3号
（有)　プラス・ワン 砂川市東1条北12丁目1番1号
富士建設工業（株） 新潟市北区島見町3307番地16
富士通リース（株）北海道支店 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
富士電機工業（株） 深川市開西町1丁目3番21号
（株）ふじ研究所 札幌市東区北28条東6丁目1番1号
富士通ソーシャルライフシステムズ 東京都港区浜松町2丁目4番1号
富士電機（株）北海道支社 札幌市中央区北1条東2丁目5番地2
富士通ゼネラル（株）北海道情報通信
ネットワーク営業部

札幌市中央区北7条西13丁目9－１

藤井設備（株） 札幌市豊平区美園11条6丁目1番24号
不二建設（株） 滝川市西滝川232番地1
（株）富士計器 釧路市星が浦大通4丁目5番51号
（株）富士工業 美唄市東5条北3丁目3番9号
富士電機ＩＴソリューション（株）北海道 札幌市中央区北1条東2丁目5-2
藤川電設工業（株） 旭川市東鷹栖１条２丁目６３５-３４４
富士通ネットワークソリューションズ
（株）北海道支店

札幌市中央区北2条西4丁目1番地

富士フィルムメディカル（株）北海道地
区営業本部

札幌市北区北18丁目西3丁目1番38号

富士ゼロックス北海道（株） 札幌市中央区大通西6丁目1番地
（株）富士屋建装 砂川市空知太東2条5丁目354番地28
（株）富士建設コンサル 旭川市3条通21丁目右1号
（株）フジファシリティー 滝川市明神町3丁目4番22号
富士エレベーター工業（株）札幌営業 札幌市中央区大通西14丁目1番地
（株）フジマック 札幌営業所 札幌市西区発寒8条7丁目10-12
（株）富士屋建装 砂川市空知太東2条5丁目354-28
フジクリーン工業（株）札幌支店 札幌市清田区真栄328番地1
（株）藤岡建設 北竜町字和19番地の7
フジ地中情報（株）北海道支店 札幌市白石区菊水元町2条3丁目4番18号
（株）藤井工務店 札幌市北区新琴似7条17丁目4番3号
富士通（株）北海道支社 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
（株）富士通マーケティング　東北支社 仙台市青葉区1番町1-2-25
（株）富士通マーケティング　北海道支 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
富士産業（株） 東京都港区新橋5丁目32番7号
ふじ印刷 砂川市東1条南9丁目1番16号
富士通エフ･アイ･ピー（株）北海道支社 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
（株）富士通エフサス 北海道支社 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
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富士ゼロックスシステムサービス（株）
営業本部公共システム営業事業部北

札幌市中央区大通西6丁目1番地

（有）藤幸商事 奈井江町字奈井江5番地82
（株）ベータプラン 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目6番地18
（株）ベルックス 札幌市中央区北5条西12丁目2番地
北海航測（株） 札幌市中央区北3条西17丁目2番地36
（株）北海工営社 札幌市中央区南9条西16丁目1番27-201
（株）豊水設計 札幌市東区北33条東16丁目2番3号
北陽警備保障（株） 札幌市豊平区月寒中央通2丁目3番20号
北海土木工業（株） 札幌市中央区南1条西9丁目1番地2
北関電気工事（株） 札幌市中央区北6条西17丁目17番地6
北海産業（株）砂川営業所 砂川市西5条北23丁目88番地43
（株）北開測地 深川市文光町15番6号
北海電気工事（株） 札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号
（株）北給販 札幌市東区本町1条10丁目3-20
ホーチキ（株）北海道支社 札幌市東区北17条東4丁目1番7号
（株）ホンダカーズ滝川　砂川店 砂川市空知太西5条7丁目1番1号
（株）ホッコン 深川市3条9番26号
（株）北海技研工業 札幌市西区発寒16条13丁目2番1号
ホシザキ北海道（株）滝川営業所 滝川市滝の川町西4丁目1番1号
北開工営（株） 札幌市白石区本郷通13丁目南4番1号
北海紙管（株）旭川営業所 旭川市曙1条8丁目1-8
（有）星野電設 滝川市東町2丁目38番地4
（株）補償セミナリー 札幌市南区川沿5条2丁目1番32号
（有）星與惣商店 砂川市東2条北1丁目1番2号
（株）北海メディカル 札幌市東区北26条東6丁目2番1号
本郷計測機（株）札幌支店 札幌市中央区北3条東10丁目
防災地質工業（株） 札幌市北区新琴似7条15丁目6番22号
ボスコ・アソシエーション（株） 札幌市中央区南1条西4丁目13番地
ポリマー工業（株) 旭川市3条通16丁目2127番地の2
北電総合設計（株） 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1
（株）北医企画 札幌市西区八軒７条東５丁目１番５号
北盛電設（株） 札幌市中央区北7条西20丁目1番15号
（株）北洋設備設計事務所 札幌市中央区大通西18丁目1番地の9
（株）北斗 砂川市西1条南3丁目1番10号
北洋砂利（株） 砂川市空知太東1条6丁目1番7号
（株）北新興業 旭川市1条通15丁目881番地
北王コンサルタント（株） 帯広市西7条北1丁目11番地
北陽ビジネスフォーム（株） 札幌市東区伏古8条2丁目2番21号
北斗総業（株）自動車整備工場 砂川市東1条南16丁目1番2号
北伸建設工業（株） 砂川市西1条北20丁目1番25号
（株）ホクスイ設計コンサル 札幌市北区北6条西9丁目2番地
（株）北信電機商会 浦臼町字浦臼内172-118
（株）北炭ゼネラルサービス　環境セン 苫小牧市あけぼの町1丁目3番3号
（株）北晶テクノ 美唄市東3条北1丁目5番33号
北有建設（株） 美唄市字美唄1469番地9
北星自動車整備工業（株） 砂川市空知太西1条3丁目3番55号
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北泉化工（株） 札幌市白石区米里1条3丁目7番37号
北陽興業（株） 砂川市東4条南3丁目2番地
北央道路工業（株） 札幌市東区北8条東1丁目1番35号
北燃商事（株） 岩見沢市8条東1丁目3番地
北進開発（株） 旭川市工業団地3条2丁目34番地18
（株）北都エンジニヤリング 札幌市中央区大通西23丁目1番1号
（株）ほくやく　空知支店 砂川市西3条北22丁目1番1号
（株）北豊商建 岩見沢市北村赤川586番地54
北洋ビル管理（株） 札幌市西区山の手3条7丁目1番5号
（株）北雄プランニング 旭川市春光台3条10丁目5278-1
ほくでんサービス（株） 岩見沢支店 岩見沢市9条西１丁目12番地の1
一般社団法人　北海道開発技術セン 札幌市北区北11条西2丁目2-17
（株）北海道山有 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号
（有）北海道環境企業 砂川市西3条南10丁目1番4号
北海道土質コンサルタント（株） 札幌市豊平区平岸1条2丁目5番16号
北海道エア・ウォーター・エンジニアリン
グ（株）

札幌市東区北丘珠3条3丁目2番16号

（財）北海道建設技術センター 札幌市東区北33条東1丁目1番1号
（株）北海道システムエンジニアリング 帯広市公園東町3丁目3番地7
（株）北海道綜企画 札幌市白石区平和通３丁目北３番３号
一般財団法人　北海道農業近代化技
術研究センター

深川市広里町4丁目1番3号

北海道ラインファルト（株） 札幌市手稲区西宮の沢2条1丁目5番30号
（株）北海道日建設計 札幌市中央区大通西8丁目2番地
北海道総合通信網（株） 札幌市中央区北1条東2丁目5番3
北海道クリーン・システム（株） 札幌市中央区北2条西2丁目15番地
北海道ライナー（株） 札幌市北区新琴似1条2丁目7番29号
北海道農林土木コンサルサント（株） 札幌市東区北24条東3丁目3-10
北海道三菱電機販売（株） 札幌市東区北24条東2丁目5番15号
（株）北海道農業建設コンサルタント 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆
衛生検査センター

札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号

北海道技建（株） 小樽市銭函3丁目519番地12
（株）北海道クボタ 札幌市西区西町北16丁目1番1号
（株）北海道クボタ　滝川営業所 滝川市有明町4丁目3番39号
北海道キング設計（株） 札幌市南区澄川2条1丁目4番11号
北海道地図（株）札幌支店 札幌市白石区菊水4条2丁目1番6号
北海道和光純薬（株） 札幌市北区北15条西4丁目1番16号
（有）北海道環境ロードメンテナンス 滝川市中島町204番地7
北海道グローリー（株）旭川支店 旭川市東6条4丁目2番6号
北海道重建機工（株） 北広島市大曲中央1丁目2番地6
北海道タイコー（株） 札幌市北区北17条西4丁目2-7
北海道タイコー（株） 札幌市北区北17条西4丁目2-7
北海道リース（株）空知支店 岩見沢市4条西1丁目2番5号
（株）北海道建築総合研究所 札幌市中央区北7条西27丁目1番8号
（株）北海道ロードサービス 札幌市清田区清田1条3丁目7番55号
北海道造園設計（株） 札幌市北区北7条西2丁目6番地
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（株）北海道二十一世紀総合研究所 札幌市中央区大通西3丁目11番地
北海道エコリサイクルシステムズ（株） 苫小牧市字柏原6番269
北海道消防機材（株） 札幌市中央区北5条西20丁目2番3号
北海道富士電機（株） 札幌市中央区大通東7丁目1番118
北海道川崎建機（株）旭川支店 旭川市永山2条9丁目1番33号
一般財団法人　北海道電気保安協会 札幌市西区発寒６条１２丁目６番１１号
（株）北海道ライン興業 札幌市西区発寒9条9丁目1番33号
北海道建築設計監理（株） 札幌市中央区北2条西1丁目10番地
北海道日興通信（株） 札幌市中央区大通東7丁目12番地33
北海道日野自動車（株）空知支店 砂川市空知太東1条6丁目1番1号
北海道運搬機（株）空知支店 砂川市西1条北21丁目1番30号
（株）北海道モリタ 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号
（株）北海道アルバイト情報社　地元情
報発信室

札幌市中央区南2条西6丁目13-1

（有）北海道学校用品協会 札幌市中央区南3条西12丁目1293番地
北海道給食資材（株） 札幌市中央区南17条西6丁目2番8号
北海道ドライケミカル（株） 札幌市白石区東札幌2条1丁目5番5号
北海道化工建設（株） 札幌市白石区東札幌4条2丁目1番6号
北海道日立システムズ（株） 札幌市中央区大通西3丁目11番地
北海道三菱自動車販売（株）空知店 砂川市空知太東1条6丁目1番12号
（株）北海道ジーエス・ユアササービス 札幌市白石区菊水7条2丁目8番13号
北海道マツダ販売（株）北空知店 砂川市空知太西5条7丁目3番5号
北海道管材（株） 札幌市北区新川4条4丁目1番40号
北海道土木設計（株） 札幌市中央区北2条西1丁目1番地
北海道三井化学（株）分析センター 砂川市豊沼町1番地
（株）北海道グリーンメンテナンス 札幌市東区北丘珠4条3丁目10番20号
社会福祉法人　北海道光生舎 赤平市錦町2丁目6番地
北海道いすゞ自動車（株）空知支店 砂川市空知太東1条5丁目1番6号
（株）北海道朝日航洋 札幌市西区発寒8条11丁目3番50号
北海道日産自動車（株）法人販売部 札幌市東区北19条東1丁目2番5号
北海道ニチレキ工事（株） 札幌市白石区菊水元町6条4丁目2番1号
公益財団法人　北海道対がん協会 札幌市東区北26条東14丁目1番15号
北海道ロードメンテナンス（株） 札幌市中央区北2条東11丁目82番地11
北海道フジサービス（株） 札幌市厚別区大谷地東2丁目3番30号
（株）北海道放射線管理センター 札幌市北区北22条西9丁目1番1号
（株）北海道アトリウム　砂川支店 砂川市西2条北8丁目2番3号
公益財団法人　北海道学校給食会 札幌市西区八軒西11丁目1番55号
北海道映像記録（株） 札幌市中央区南8条西15丁目4番1号
北海道エア・ウオーター（株） 札幌市中央区北3条西1丁目2番地
北海道エア・ウオーター（株）滝川産
業・医療営業所

滝川市流通団地2丁目2番38号

北海道日油（株） 美唄市光珠内549番地
北海道道路産業（株） 札幌市北区新川西1条1丁目1番30号
（株）北海道教育楽器 岩見沢市5条西5丁目1番地
北海道エネルギー（株）砂川営業所 砂川市西1条北17丁目1番16号
北海道電力(株) 滝川市西町1丁目2番3号
（株）増建 砂川市西1条北12丁目1番28号
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(株)マルチテックス 札幌市白石区菊水元町3条2丁目3番21号
（有）真紀設備設計事務所 札幌市西区二十四軒1条7丁目1番25号
（株）まちづくり計画設計 札幌市中央区南1条西5丁目17番地2
（株）前川製作所 東京都江東区牡丹3丁目14-15
マル星運輸（株） 砂川市西5条北22丁目1番6号
（株）マテック　砂川支店 砂川市東1条南22丁目1番29号
丸彦渡辺建設（株） 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号
（株）前谷土木設計事務所 樺戸郡新十津川町字総進70番地24
（有）増井機械建設 砂川市西2条南10丁目1番1号
（株）前澤エンジニアリングサービス北
海道営業所

札幌市中央区南2条西6丁目17番地

（株）丸島アクアシステム　北海道支店 札幌市北区北7条西2丁目20番地
丸藤産業（株） 滝川市幸町3丁目8番3号
増井電機（株） 砂川市西2条南3丁目1番2号
前田建設工業（株）北海道支店 札幌市中央区大通西7丁目1番地1
（株）マルゼン　札幌営業所 札幌市白石区北郷4条2丁目1-8
（株）マルゼン　旭川営業所 旭川市東光15条4丁目2-13
（株）牧野測量 札幌市東区北12条東16丁目2番7号
丸一運輸（株） 砂川市西2条北22丁目1番1号
丸一物流（株） 砂川市西4条北22丁目1番20号
丸善雄松堂（株）札幌支店 札幌市清田区北野6条1丁目4番60号
丸茂電機（株）札幌営業所 札幌市中央区南1条西7丁目12番地
（株）マック 札幌市中央区大通東2丁目3番地
（株）マイクロフィッシュ 札幌市北区北18条西6丁目3番10号
松村電機製作所（株）札幌営業所 札幌市中央区南3条西3丁目8番1号
（株）松田産業 砂川市東1条北1丁目1番14号
松原設備工業（株） 滝川市流通団地3丁目5番8号
（有）松屋　松谷商店 砂川市東1条北4丁目1番7号
松原産業（株） 栗山町中央1丁目1番地1
ミドリ安全北海道（株） 札幌市白石区中央1条7丁目7番23号
水島建設工業（株） 砂川市西1条北21丁目1番1号
（株）三星 滝川市流通団地2丁目3番18号
三谷コンピュター（株） 福井県坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13
（株）宮本工業所 富山県富山市奥田新町12番3号
（株）未来開発コンサルタント 札幌市中央区南2条西9丁目1番地2号
（株）みずほ栄設計 岩見沢市7条西15丁目4番地27
宮坂建設工業（株） 帯広市西4条南8丁目12番地
宮永建設（株） 当別町栄町819番地
みずなら法律事務所 札幌市中央区南1条西6丁目
宮本家具店 砂川市西1条南9丁目1-5
未来のアグリ（株） 福井県坂井市春江町沖布目第38号3番地
菱雄石炭宮本売炭所 砂川市西1条北4丁目1番21号
美和電気工業（株）札幌支店 札幌市西区二十四軒1条2丁目4番38号
三浦工業（株）旭川営業所 旭川市東4条9丁目2番1号
（株）ミライト 北海道支店 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号
（株）明円ソフト開発 滝川市流通団地2丁目4番37号
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三菱電機プラントエンジニアリング（株）
東日本本部 北海道支社

札幌市中央区北2条東12丁目98番地42

三井住友建設（株）北海道支店 札幌市中央区北1条西3丁目3番地
三菱電機ビルテクノサービス（株）北海
道支社

札幌市中央区北3条西4丁目1番地1

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス（株）

東京都港区芝浦1丁目2番3号

（株）三菱地所設計　札幌支店 札幌市中央区北2条西4丁目1番地
（株）ムサシ　札幌支店 札幌市北区北12条西3丁目1番15号
（株）ムトウ　空知支店 砂川市西1条北17丁目1番19号
（有）村中機械製作所 砂川市東1条北12丁目1番5号
（株）ムラカミ 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号
村田施設工業（株） 砂川市豊沼町1番1号
村本建設（株）札幌営業所 札幌市東区北8条東3丁目1番1号
（有）メディチ 江別市あさひが丘27番地の6
（有）メディカル池田 札幌市北区北20条西6丁目1番35号
メルテックコンサルタント（株） 札幌市西区二十四軒１条4丁目1番10号
（株）メンテナンス・ネットワーク 札幌市白石区東札幌2条5丁目1番25号
明治コンサルタント（株） 札幌市中央区南7条西1丁目13番地
明成メデｲカル（株） 札幌市北区麻生町2丁目4番13号
（株）メディセオ　旭川支店 旭川市3条通18丁目817番地
（株）明電舎  北海道支店 札幌市東区北13条東6丁目1番23号
（有）メルカトル 江別市野幌代々木町45番地26
（有）森田建設 砂川市東3条南18丁目1番4号
森永乳業滝川販売所 滝川市朝日町東1丁目12-25
（株）盛永組 旭川市4条通5丁目左10号
（株）モロオ　滝川営業所 滝川市流通団地2丁目3番1号
モリミツ（株） 札幌市豊平区美園9条3丁目3番5号
山田産業（株） 砂川市吉野2条北3丁目1番1号
ヤンマーアグリジャパン（株）滝川支店 滝川市流通団地3丁目7番34号
（株）山道設備設計事務所 札幌市白石区北郷8条4丁目9番23号
山崎建設工業（株） 札幌市中央区南1条西19丁目291番地
（有）ヤマキ自動車工業 砂川市西3条南9丁目1番12号
八千代エンジニヤリング（株）北海道事
務所

札幌市中央区北3条西1丁目1番地11

（株）ヤマモト　北海道支店 北海道千歳市北光１－１－９
（株）山調住建コンサルタント 札幌市東区北8条東8丁目2番1号
山田塗装（株）札幌支店 札幌市厚別区厚別西2条4丁目8番1号
（有）丸上ヤマダ 砂川市東1条北1丁目1番7号
山藤三陽印刷（株） 札幌市西区宮の沢1条4丁目16番1号
野外科学（株） 札幌市東区苗穂町12丁目2番39号
大和産業（株） 札幌市北区東茨戸1条１丁目28番地
柳川建設（株） 上砂川町字上砂川30番地13
（株）山一工業　滝川営業所 滝川市本町2丁目4番13号
ヤンマーアグリジャパン（株）北海道営 江別市工栄町10番地6
ヤンマーエネルギーシステム（株）札幌
支店

札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番1号
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ヤンマーグリーンシステム（株） 大阪市北区鶴野町1番9号
（株）山下設計北海道支社 札幌市中央区大通西4丁目
ユニオンデーターシステム（株） 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号
優成監査法人　札幌事業所 札幌市中央区北1条西4丁目2番2
（株）ユニテック 札幌市東区北41条東1丁目1番15号
（株）ユニオン・コンサルタント 札幌市北区麻布町7丁目3番12号
豊松吉工業（株） 札幌市南区澄川2条1丁目4番11号
ＵＤトラックス北海道（株）空知支店 砂川市空知太東1条3丁目3番24号
（有）豊商事 砂川市東4条南18丁目1番38号
（株）横河ブリッジ　札幌営業所 札幌市中央区北1条西4丁目2番2号
（株）吉岡経営センター 札幌市中央区北6条西24丁目1-30
横河医療ソリューションズ(株) 事業推
進本部

東京都杉並区荻窪4丁目30番16号

（株）横河建築設計事務所　札幌事務 札幌市中央区大通西5丁目8番地
（株）ラプト 札幌市中央区南3条西23丁目2番18号
ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町1丁目2番10号
ランド・スペース・ワークス（株） 札幌市中央区北1条西18丁目1番地
（株）リサイクルグリーン北海道 江別市工栄町26番地6
（有）リバー産業 深川市文光町8番30号
（株）リプロワーク 石狩市新港中央3丁目750番地3
リコーリース（株）北海道支社 札幌市中央区北2条西1丁目1
緑豊建設（株） 苫小牧市若草町1丁目2番7号
リーダース産業（株） 旭川市近文町16丁目2785番地の2
リコージャパン（株）北海道支社 札幌市北区北7条西2丁目8番地1
リコージャパン（株）北海道支社　公共
営業部

札幌市北区北7条西2丁目8番地1

（株）ルーラルエンジニア 深川市広里町4丁目1番3号
留萌測量設計（株） 留萌市大町3丁目17番地の1
（株）ＬＥＯＣ 東京都千代田区大手町1丁目1番3号
（株）レアックス 札幌市東区北24条東17丁目1番12号
（株）レンタルのニッケン　札幌営業所 札幌市西区発寒13条12丁目4-35
（株）ロード技研 札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目2番30号
六興電気（株）北海道支店 札幌市中央区南7条西1丁目13番地
（株）渡辺塗料商会 札幌市清田区有明74番地5
（株）渡辺建築設計 札幌市厚別区大谷地東７丁目４番１１号
和光技研（株） 札幌市西区琴似3条7丁目5番22号
ワタキューセイモア（株）北海道支店 小樽市新光5丁目13番3号
ワイコム（株） 札幌市中央区北1条西7丁目3番地


