
令和元～３年度　湧別町物品等競争入札参加資格者名簿　（基本情報）

商号 職・氏名 住所 商号 職・氏名 住所

3 1 牧野自動車 牧野　浩二 紋別郡湧別町開盛４３４番地

9 2 遠軽舗道㈱ 代表取締役　渡辺　勉 紋別郡湧別町開盛４１番地

10 3 ㈲柴谷設備 代表取締役社長　柴谷　佳広 紋別郡湧別町中湧別南町１０１０番地の２

15 4 ㈱湊機械店 代表取締役　湊　和憲 紋別郡湧別町中湧別北町１１０番地の７

27 5 ㈱丸十高野商店 代表取締役　高野　元司 紋別郡湧別町錦町１３４番地の２

29 6 ㈲井上商会 代表取締役　井上　透 紋別郡湧別町中湧別北町９９番地

51 7 ㈲斉藤建具 代表取締役　斉藤　一志 紋別郡湧別町北兵村一区２９６番地の１７

77 8 ㈱幸栄商事 代表取締役　近藤　彰裕 紋別郡湧別町錦町２９６番地１

79 9 ㈲吉田設備工業 代表取締役　吉田　隆一 紋別郡湧別町錦町１７９番地

83 10 インテリア　マキ 代表　槇　典明 紋別郡湧別町緑町１７７番地の１

84 11 ㈱湧別運輸 代表取締役　横山　博孝 紋別郡湧別町北兵村一区２７８番地

85 12 ㈱横山サービスセンター 代表取締役　横山　博孝 紋別郡湧別町中湧別南町９２４番地

87 13 ㈱ カリヤ 代表取締役 刈谷　栄一 紋別郡湧別町緑町109番地

113 14 ㈱ジェーエーえんゆう 代表取締役 中川 菊夫 紋別郡遠軽町大通北8丁目2番地1
㈱ジェーエーえんゆう　農機整備事業
部

部長　峯田　智紀 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地275-2

114 15 ㈱ジェーエーえんゆう 代表取締役 中川 菊夫 紋別郡遠軽町大通北8丁目2番地1
㈱ジェーエーえんゆう　燃料事業部
上湧別給油所

所長 安藤  一佳 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地

116 17 ㈲高柳設備 代表取締役 高柳 和代 紋別郡湧別町中湧別北町17番地の5

133 18 湧別町芭露スケートリンク造成委員会 代表者　久保　隆幸 北海道紋別郡湧別町芭露１２６番地

138 19 ㈱共成レンテム 代表取締役　高野　博勝 帯広市西１８条北１丁目１４番地 ㈱共成レンテム　上湧別営業所 所長　田中　健太 紋別郡湧別町開盛５４番地２

151 20 北湧印刷 山本　昇 紋別郡湧別町緑町９９番地

163 21 ㈱渡辺興業 代表取締役　藤本　伸光 紋別郡湧別町中湧別南町９２９番地の１

166 22 ㈱工藤塗装店 代表取締役　工藤　春江 紋別郡湧別町錦町126番地の45

169 23 ㈲児玉電設 代表取締役　柳谷　和則 紋別郡湧別町錦町２３５番地４

204 25 フタバ 菅井　広樹 紋別郡湧別町栄町９０番地

209 26 ㈱大槻自動車整備工場 代表取締役　諏訪間　裕普 紋別郡湧別町錦町３５７番地

210 27 鈴木工業 鈴木　敦 紋別郡湧別町錦町９２番地２

220 28 伊藤家具建具製作所 代表　伊藤　章 紋別郡湧別町緑町２４１番地

222 29 ㈱タカス 代表取締役　遠藤　賢治 紋別郡湧別町曙町４２番地

224 30 オホーツクトータルサービス㈱ 代表取締役　森　光弘 紋別郡湧別町錦町３５９番地

　（作成日　令和3年1月5日現在）
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225 31 ㈱中川組 代表取締役　森　光弘 紋別郡湧別町錦町３５９番地

238 32 湧別小型運送㈱ 代表取締役　福原　裕二 紋別郡湧別町曙町１０１番地１

250 33 大湧工業㈲ 代表取締役社長　佐野　琢 紋別郡湧別町栄町３８番地

256 34
湧別小型・湧別ハイヤー・中湧別ハイ
ヤー共同企業体

代表　湧別小型運送㈱　代表取締
役　福原　裕二

紋別郡湧別町曙町１０１番地１

257 35 湧別小型・湧別運輸共同企業体
代表　湧別小型運送㈱　代表取締
役　福原　裕二

紋別郡湧別町曙町１０１番地１

259 36 湧別町農業協同組合 代表理事組合長　友澤　勇司 紋別郡湧別町錦町２７９番地１

262 37 ㈲柴田家具店 代表取締役　柴田　洋幸 紋別郡湧別町中湧別中町５７６番地

270 38 ㈱山太森食料品店 代表取締役　森　孝司 紋別郡湧別町中湧別北町１４３番地

282 40 北見トヨペット㈱ 代表取締役 國安 幹夫 北見市とん田東町616番地 北見トヨペット㈱　トヨタビークル中湧 店長 川上　真吾 紋別郡湧別町中湧別北町180番地

295 41 ㈲プラザ為廣 代表取締役　為廣　司 紋別郡湧別町芭露３５６番地

296 42 里吉商店 里吉　渉 紋別郡湧別町曙町５０番地

301 43 ㈱山カ川田商店 代表取締役 川田 勝輝 紋別郡湧別町芭露375番地

305 44 ㈲橋本商店 代表取締役 橋本 富士枝 湧別町中湧別中町453番地

309 45 えんゆう農業協同組合 代表理事組合長 中川　菊夫 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地230番地

310 46 ㈲イワイ 代表取締役 岩井　孝浩 紋別郡湧別町中湧別中町562番地

312 47 ㈱岡田印刷 代表取締役　井上　貴史 紋別郡遠軽町大通南３丁目１番地 ㈱岡田印刷　林印刷所 井上　麻由美 湧別町中湧別北町１５３番地

313 48 中原自動車整備工場 中原　孝明 湧別町上湧別屯田市街地３４０番地の１２

318 49 ㈲長谷川熱器 代表取締役　長谷川　洋 紋別郡湧別町開盛２２８番地

324 50 ㈲児玉電機商会 代表取締役　児玉　宏雄 紋別郡湧別町中湧別北町２６１番地

325 51 ㈱和田鉄工 代表取締役　和田　正之 紋別郡湧別町北兵村３区５２９番地の５

330 52 こ ま つ や 小松　和子 湧別町中湧別北町１４０番地の２

333 53 ㈲毛利燃料店 代表取締役　毛利　強 紋別郡湧別町中湧別北町１５１番地

336 54 ㈱ブルケン東日本 代表取締役　石嶋　日出夫
宮城県仙台市宮城野区仙台港北1丁目6番地
の18

㈱ブルケン東日本 湧別営業所 所長　松田　直樹 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地347番地

340 55 中湧別印刷 西川　仁史 紋別郡湧別町中湧別南町６０３番地

344 56 ㈲サカイ薬局 代表取締役　酒井　純一 紋別郡湧別町中湧別中町５７９番地

350 57 ㈲ふじい葬儀 代表取締役　藤井　伴晴 紋別郡湧別町中湧別北町１４１番地

352 58 ㈱渡辺技研工業 代表取締役　野村　秀樹 紋別郡湧別町計呂地１８０番地

359 59 土井産業㈱ 代表取締役　土井　昭宏 紋別郡湧別町錦町１８１番地
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360 60 ㈲荻原商店 代表取締役 荻原 義弘 紋別郡湧別町緑町154番地

361 61 沢口産業㈱ 代表取締役 吉田　昌子 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地3015番地5

362 62 奥山燃料店 奥山 淳 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地53-22

363 63 ㈲ササキ看板店 代表取締役 佐々木 光昭 紋別郡湧別町中湧別北町108番地

365 64 湧別ハイヤー㈱ 代表取締役 深澤 紀明 紋別郡湧別町栄町58番地

366 65 湧別町観光協会 会長 刈谷 一郎 紋別郡湧別町栄町112番地の13

367 66 鍵谷商事㈱ 代表取締役社長 白幡 勝俊 紋別郡湧別町中湧別南町912番地

369 67 ㈲藤富産業 代表取締役 伊藤 貞德 紋別郡湧別町東1128番地

370 68 湧別町高齢者就労センター 理事長  鈴木 勝 紋別郡湧別町中湧別南町９１１番地

372 69 ㈲中湧別ハイヤー 代表取締役 坂本 浩 紋別郡湧別町中湧別中町494番地

377 70 ㈱Ａコープゆうべつ 代表取締役 友澤 勇司 紋別郡湧別町錦町294番地1

379 71 ㈲田島燃料店 代表取締役　田島 友也 湧別町中湧別南町429-3

384 74 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 代表取締役　関口　昌太朗 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱
オホーツク営業所

営業所長　森本　仁 紋別郡湧別町緑町240番地1

386 75 湧別漁業協同組合 代表理事組合長　石本武男 湧別町曙町9番地の1

391 76 石田造花店 石田　勇雄 紋別郡湧別町栄町１３１番地

392 77 コイズミ印刷社 代表　小泉　雅典 紋別郡湧別町中湧別南町９６３番地２

397 79
社会福祉法人 湧別町社会福祉協議
会

会長　西川　仁史 紋別郡湧別町中湧別南町911番地

398 80 ㈱西村組 代表取締役　西村　幸浩 紋別郡湧別町栄町133番地の1

404 82 ㈱ＹＢＴ 代表取締役　清宮　普美代 紋別郡湧別町曙町28番地9

416 83 医療法人社団耕仁会　曽我病院 院長　渋谷　努 紋別郡湧別町中湧別中町826番地の1

424 84
特定非営利活動法人　ポレポレゆうべ
つ

理事長　坂東　守 紋別郡湧別町中湧別南町４１４番地

425 85 クロスメイクmogu 代表　佐藤　紀明 紋別郡湧別町中湧別東町387番地4

428 86 ㈱渡辺組 代表取締役　渡辺　勇喜 紋別郡遠軽町南町3丁目1番地 ㈱渡辺組　湧別支社 取締役支社長　八巻　隆幸 紋別郡湧別町中湧別南町929番地の1

430 87 北海道厚生農業協同組合連合会 代表理事会長　西　　一司 札幌市中央区北4条西1丁目1番地
ＪＡ北海道厚生連　ゆうゆう厚生クリニッ
ク

院長　和田　武志 紋別郡湧別町中湧別中町3020番地14

433 88 ㈱つらら 代表取締役　南川　保則 紋別郡湧別町栄町37番地の25

434 89 湧別町商工会 会長　酒井　純一 紋別郡湧別町中湧別中町3020番地の1

33 101 イト電商事㈱ 代表取締役社長　加藤　幸徳 紋別郡遠軽町岩見通り南２丁目１－１

40 102 紋別マリーン機械㈱ 代表取締役　若澤　勝彦 紋別市港町５丁目１番１４号
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42 103 いわね美装㈱ 代表取締役　福浦　啓二 紋別郡遠軽町大通北９丁目１番地２９

50 104 ㈱小島電機 代表取締役　小島　正志 紋別市北浜町２丁目７番８号

54 105 旭川トヨタ自動車㈱ 代表取締役　西川　弘二 旭川市四条通二丁目 旭川トヨタ自動車㈱　遠軽店 店長　奥山　雅行 遠軽町南町３丁目２番地１２３

59 106 ㈲遠軽清掃社 代表取締役　寺田　貢 紋別郡遠軽町西町一丁目５番地９

63 107 ヤンマーアグリジャパン㈱ 代表取締役　渡辺　　丈 大阪市北区鶴野町１番９号 ヤンマーアグリジャパン㈱　遠軽支店 支店長　田場川　泉 紋別郡遠軽町寿町２９－３

89 108 遠軽建物管理㈲ 代表取締役 長澤 敏雄 紋別郡遠軽町南町3丁目14番地5

96 109 佐々木産業㈲ 代表取締役 菅野 伸一 紋別郡遠軽町福路二丁目5番地25

97 110 ㈱ＳＦ・管野 代表取締役 管野 伸一 紋別郡遠軽町福路二丁目5番地25

101 111 ㈱カナモト 代表取締役 金本 哲男 札幌市中央区大通東3丁目1番地19 ㈱カナモト　遠軽営業所 所長 千葉 裕樹 紋別郡遠軽町豊里519-3

176 112 ㈱ムトウ 代表取締役 田尾 延幸 札幌市北区北11条西4丁目1番15号 ㈱ムトウ　遠紋支店 支店長 岡田　智宏 紋別市落石町3丁目18番16号

231 114 ㈱ビルマスター 代表取締役　嘉野　昭子 紋別市落石町１丁目６番２１号

242 115 北海道厚生農業協同組合連合会 代表理事会長　西　一司 札幌市中央区北４条西１丁目１番地 JA北海道厚生連　遠軽厚生病院 院長　稲葉　聡 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番地５

348 122 オホーツク環境施設管理㈱ 代表取締役　山口　隆信 紋別市大山町２丁目５４番３４号

353 123 北東開発工業㈱ 代表取締役　佐藤　伸也 紋別市渚滑町９丁目１８番地

364 124 ㈲遠軽アポロ石油商会 代表取締役 檜山 敬介 遠軽町大通北1丁目1番地の8

387 125 遠軽地区森林組合 代表理事組合長　平井　勝美 紋別郡遠軽町南町４丁目１９番地３

388 126 北海道電力㈱ 代表取締役社長　真弓　明彦 札幌市中央区大通東１丁目２番地 北海道電力㈱　北見支社 支社長　喜多村　悟 北見市北8条東1丁目2番地1

417 127 トヨタカローラ北見㈱ 代表取締役　國安　幹夫 北見市西富町２丁目１９番７号 トヨタカローラ北見㈱　遠軽店 遠軽店店長　山口　等 紋別郡遠軽町大通北９丁目１番地３９

423 128 テントのあきば 代表　秋葉　公一 紋別郡遠軽町寿町２番地１０

426 129 山本電工㈱ 代表取締役　山本　義明 紋別市渚滑町元新4丁目182番地の1

431 130 一般社団法人　くらしネットLink 代表理事　佐藤 直美 紋別郡遠軽町東町3丁目3番地60

6 201 光安全㈱ 代表取締役　小川　貴男 北見市常盤町２丁目１番１８号

12 202 ㈱マルミチ 代表取締役　市川　隆博 北見市卸町２丁目１番地２

13 203 ㈱朝日製作所 代表取締役　横井　夕紀子 北見市豊地６９番地４１

31 204 ニチレキ㈱ 代表取締役　小幡　学 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号 ニチレキ㈱　北見出張所 所長　森川　賢一 北見市無加川町３９３－２４

34 205 ㈱小柳中央堂 代表取締役　小柳　亨信 北見市卸町１丁目５番地１

43 207 ㈱北見教材厚生部 代表取締役　五十嵐　泰浩 北見市とん田西町３１４番地

45 208 ㈲リンク 代表取締役　畠山　孝善 網走市桂町５丁目１６９番地の９
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46 209 北海道グローリー㈱ 代表取締役社長　村上　憲生 札幌市中央区北１３条西１７丁目１番４５号 北海道グローリー㈱北見営業所 所長　半田　哲章 北見市寿町２丁目２番１２号

64 212 ㈱ホクカイ 代表取締役　山端　修 北見市美山町東２丁目６８番地５６

65 213 ALSOK北海道㈱ 代表取締役　小松　裕 札幌市北区北７条西４丁目３番地１

66 214 ナブコシステム㈱ 代表取締役　山村　望 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 ナブコシステム㈱　北見営業所 所長　山端　洋介
北見市高栄東町１丁目１１番地３９号　アクティ
ブウェルズ２１・３番街-４

67 215 ㈱北見コンピューター・ビジネス 代表取締役　三澤　弘道 北見市北２条西３丁目６番地

72 217 東北海道いすゞ自動車㈱ 代表取締役　髙薄　宏徳 帯広市西２０条北１丁目３番２号 東北海道いすゞ自動車㈱　北見支店 支店長　林　利美 北見市栄町１丁目３番地５

74 218 ㈲ドライケミカル北見 代表取締役　随行　一臣 北見市西三輪７丁目７１１番地１４

93 220 北設㈱ 代表取締役 橋口 暁子 釧路市新富町13番3号 北設㈱　北見事務所 所長 佐々木　理人 北見市高栄東町3丁目17番25号

95 221 山本電子工業㈱ 代表取締役 山本 昌廣 網走市駒場南7丁目5番11号

98 222 太平洋総合コンサルタント㈱ 代表取締役 工藤 覚 釧路市材木町15番5号 太平洋総合コンサルタント㈱北見支店 支店長　 岡島 清隆 北見市端野町三区347番地25

104 223 ㈱ロードテクノ 代表取締役 川村 克典 北見市中央三輪8丁目16番地7

110 224 光化成㈱ 代表取締役 千葉 秀俊 北見市とん田西町370番地

111 225 萬年通信工業㈱ 代表取締役  萬年 博明 北見市とん田西町296番地12

120 227 ㈱ヤマダ 代表取締役 佐藤 毅彦 北見市東相内町510番地1

130 228 益村測量設計㈱ 代表取締役　益村　公人 網走市新町１丁目７番１４号

131 229 大槻理化学㈱ 代表取締役　田中　伸一 北見市卸町１丁目６番地２ 大槻理化学㈱　北見営業部
エリア統括マネージャー　澤野
靖之

北見市卸町１丁目６番地２

132 230 三好メディカル㈱ 代表取締役　中本　行洋 北見市卸町１丁目１０番地５

141 231 ㈱エース・クリーン 代表取締役　中井　真太郎 北見市小泉７６１番地１２

146 234 ㈱三和システムサービス 代表取締役　西村　清一 北見市北１条東５丁目１番地K’ｓビル１F

147 235 太陽興産㈱ 代表取締役　斉藤　正宏 北見市西三輪７丁目７０９番地８

150 236 網走地方芝生販売協同組合 代表理事　田村　博昭 網走市新町１丁目７番１４号

165 237 中央防災㈱ 代表取締役　岩本　渉 北見市若葉六丁目４番２号

172 239 北海道川崎建機㈱ 代表取締役　丹野　司 北広島市大曲中央１丁目２番地２ 北海道川崎建機㈱ 北見支店 支店長　浅野　明広 北見市東相内町９３４番地３

178 240 ㈱ズコーシャ 代表取締役社長  高橋　宣之 帯広市西18条北1丁目17番地 ㈱ズコーシャ　網走支店 支店長 中島 真一 網走市大曲1丁目8番7号

186 241 ㈱トヨタレンタリース北見 代表取締役　加藤　和則 北見市並木町１６８番地１

188 242 後藤産業㈱ 代表取締役　後藤　勇 北見市中央三輪２丁目３２９番地

194 244 第一防災㈱ 代表取締役社長　　森　大悟 北見市豊地６１番地４４

201 248 ホシザキ北海道㈱ 代表取締役　丸山　暁 札幌市白石区菊水１条４丁目１番８号 ホシザキ北海道㈱　北見営業所 所長　赤澤　幸一 北見市桜町６丁目２番地４
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202 249 ㈱東洋実業 代表取締役　横田　正弘 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号 ㈱東洋実業　北見営業所 所長　水谷　明弘 北見市北４条東１丁目　双進ビル４階

203 250 北海道運搬機㈱ 代表取締役社長　今　優 札幌市西区発寒１６条１３丁目７番１１号 北海道運搬機㈱　北見支店 支店長　前谷　義之 北見市豊地２２番地３

212 254 ㈱三ツ輪商会 代表取締役　栗林　延年 釧路市鳥取南５丁目１２番５号 ㈱三ツ輪商会　北見支店 取締役支店長　藤澤　一彰 北見市中央三輪４丁目５２６番地

232 257 共和化工㈱ 代表取締役　吉村　俊治 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号
共和化工㈱S＆K環境ワクチンセンター
佐呂間事業所

事業所長　日光　薫 常呂郡佐呂間町字若里４７９番地６

235 258 ㈱シンクロスポーツ 代表取締役　糸　拓人 北見市北１条西３丁目１０番地の２

252 262 道東地方環境整備興発㈱ 代表取締役　笹谷　稔 網走市新町３丁目１４６番地３

255 263 一般財団法人 日本森林林業振興会 代表理事　沼田　正俊 東京都文京区後楽一丁目７番１２号
一般財団法人 日本森林林業振興会
旭川支部北見支所

支所長　涌井　賢一 北見市北斗町三丁目１１番１３号

261 265 大丸㈱ 代表取締役　藤井　敬一 札幌市中央区南一条西３丁目２番地 大丸㈱　北見出張所 所長　立山　幹也 北見市本町３丁目２番６号ナカシンビル

267 266 コマツカスタマーサポート㈱ 代表取締役　三浦　和明 東京都港区白金一丁目17番3号
コマツカスタマーサポート㈱　北海道カ
ンパニー　北見支店

北見支店長　森　正充 北見市東相内町６６０番地７

268 267 ㈱つうけんアクティブ 代表取締役　増田　修一 札幌市中央区南２０条西１０丁目３番５号
㈱つうけんアクティブ 道東事業部 北見
事業所

事業所長　佐々木　省三 北見市豊地２６番地２

272 268 日本電気㈱ 代表取締役執行役員社長　新野 隆 東京都港区芝五丁目７番１号 日本電気㈱　オホーツク支店 支店長　池上　晋 北見市北四条東3-1-1

283 269 北原通信㈱ 代表取締役 伊藤　　充 帯広市東9条南14丁目2番地 北原通信㈱　北見営業所 営業所長 伊藤 充 北見市とん田東町397番地 グローリビル

285 270 日立建機日本㈱ 代表取締役 　榎本　一雄 埼玉県草加市弁天5丁目33番25号 日立建機日本㈱北見営業所 所長 笠井 健 北見市端野町3区403-1

290 272 ㈱スズケン 代表取締役　宮田　浩美 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 ㈱スズケン北見支店 支店長　池田　正文 北見市大町３８番地

292 273 ㈲アクセス 取締役　山地　勇基 網走郡美幌町字日の出１丁目２４番地の１４

302 274 ㈱竹山 代表取締役 土田 拓也 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 ㈱竹山　北見支店 支店長 岩倉　光利 北見市本町5丁目4番10号

303 275 北海道リース㈱ 代表取締役 村上　則好 札幌市中央区南1条西10丁目3番地 北海道リース㈱　北見支店 支店長 小野　隆紀 北見市北2条西3丁目10番地

306 276 タケダ楽器㈱ 代表取締役 武田 光司 北見市とん田西町218番地2

307 277 ㈱興商 代表取締役 岸梅 憲正 北見市西三輪5丁目3番地12

317 278 ㈱下山産業 代表取締役　下山　順一 斜里郡小清水町字旭２０１番地の３

329 279 UDトラックス道東㈱ 代表取締役　金尾　泰明 帯広市西２１条北１丁目３番１２号 UDトラックス道東㈱　北見支店 支店長　長屋　栄治 北見市東三輪１丁目２８番地２

332 280 小林㈱ 代表取締役　田中　秀樹 北見市本町５丁目９番１５号

345 282 フルテック㈱ 代表取締役　古野　重幸 札幌市中央区大通東３丁目４番地の３ フルテック㈱　北見営業所 所長　窪田　誠 北見市高栄東町１丁目２４番１７号

347 283 東テク北海道㈱ 代表取締役社長　藤嶋　正 札幌市白石区本通１９丁目北１番８６号 東テク北海道㈱　北見営業所 所長　伊藤　貴弘
北見市高栄東町１丁目１１番　アクティブウエ
ルズ21　3番街

355 284 東北海道日野自動車㈱ 代表取締役　大貫　温弘 帯広市西１９条北１丁目７番６号 東北海道日野自動車㈱　北見支店 北見支店長　坂上　和年 北見市中央三輪４丁目５２３番地１

368 285 ㈱常光 代表取締役 服部 直彦 東京都文京区本郷三丁目19番4号 ㈱常光　北見営業所 所長 林　謙吾 北見市清月町3-4

380 287 三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役 ﾊｰﾄﾑｯﾄ・ｼｯｸ 神奈川県川崎市中原区大倉町10番地
三菱ふそうトラック・バス㈱　北海道ふ
そう北見支店

支店長 比留間　功 北見市西三輪1丁目646番地4

390 288 北海道瓦斯㈱ 代表取締役　大槻　博 札幌市中央区大通西7丁目3番地1 北海道瓦斯㈱　北見支店 支店長　北本　満 北見市北7条東1丁目1番地1
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401 289 ㈱円輪建設 代表取締役　松永　浩幸 北見市端野町三区449番地2

412 290 ㈱オホーツクアートサービス 代表取締役　萬年　博明 北見市とん田西町２９６番地１２

415 291 コマツレンタル道東㈱ 代表取締役社長　鎗田　康之 帯広市西24条北1丁目3番4号 コマツレンタル道東㈱　北見営業所 北見営業所　所長　鈴木　彰 北見市東相内町949番地-1

435 292  ㈱陽気堂 代表取締役社長　加藤　善和 北見市豊地22番地20

437 293 合同容器㈱ 代表取締役　日野　威 恵庭市北柏木町3丁目39番地 合同容器㈱　北見営業所 所長　中山　洋 北見市東相内560番地5

2 402 ㈱内田洋行ITソリューションズ 代表取締役　新家　俊英 東京都港区新橋６丁目１番１１号 ㈱内田洋行ITソリューションズ
執行役員　地域事業本部　北
海道支店長　小林　義雄

札幌市中央区北１条東４丁目１番地１サッポロ
ファクトリー１条館

5 403 安全センター㈱ 代表取締役　森　吉博 札幌市中央区北８条西２６丁目３番３号

8 404
一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛
生検査センター

理事長　三浦　洋嗣 札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号

11 405 東洋ロードメンテナンス㈱ 代表取締役　山口　拓宏 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号

16 407 ㈱テクノス北海道 代表取締役　吉本　宏明 旭川市忠和４条７丁目４番１０号

17 408 西田鉄工㈱ 代表取締役　大渕　憲二 熊本県宇土市松山町４５４１ 西田鉄工㈱　札幌支店 支店長　冨樫　智輝 札幌市北区北７条西４丁目KDX札幌ビル

18 409 ㈱HARP 代表取締役　駒崎　征明 札幌市中央区北一条西六丁目１番地２

19 410 ㈱創和 代表取締役　石住　義光 東京都江戸川区篠崎町三丁目３３番８号 ㈱創和札幌支社 支社長　菅原　敏幸
北海道札幌市白石区東札幌１条４丁目３－１０
フォレスト東札幌２０２

20 411 ㈱通電技術 代表取締役　三野　仁 札幌市白石区平和通２丁目北１１番２０号

22 413 北海道温泉ポンプ㈱ 代表取締役　宮本　義則 札幌市豊平区福住１条８丁目５番４号

23 414 東京センチュリー㈱ 代表取締役　野上　　誠 東京都千代田区神田練塀町３番地

24 415 ㈱シン技術コンサル 代表取締役　志村　一夫 札幌市白石区栄通２丁目８番３０号

25 416 ㈱鈴木商会 代表取締役　駒谷　僚 札幌市中央区北四条西四丁目１番地 ㈱鈴木商会　旭川事業所 所長　鈴木　和幸 旭川市永山北４条６丁目１番３号

30 418 中央コンピューターサービス㈱ 代表取締役　真籠　毅 標津郡中標津町北町２丁目２２番地

32 419 ㈱ＨＤＣ 代表取締役　西山　秀樹
札幌市中央区南１条西１０丁目２番地　南１条
道銀ビル

35 420 株式会社　公清企業 代表取締役　原田　利明 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地

37 421 ㈱つうけんアクト 代表取締役　北本　政美
札幌市厚別区下野幌テクノパーク２丁目３番１
号

39 423 リコーリース㈱ 代表取締役　瀬川　大介 東京都江東区東雲１丁目７番１２号 リコーリース㈱北海道支社 支社長　尾﨑　宗則 札幌市中央区北２条西１丁目１

47 426 ㈱ぎょうせい 代表取締役社長　成吉　弘次 東京都江東区新木場１－１８－１１ ㈱ぎょうせい 北海道支社 支社長　阿部　和彦
札幌市中央区北５条西６－２－２　札幌セン
タービル４階

48 427 バイオマスリサーチ㈱ 代表取締役　菊池　貞雄 帯広市東２条南４丁目１０番地

49 428 北海道映像記録㈱ 代表取締役　馬場　勉 札幌市中央区南８条西１５丁目４番１号

52 429 ㈱HBA
代表取締役執行役員社長　伊藤
尚樹

札幌市中央区北四条西七丁目1番地8

56 430 ㈱GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南７条西１丁目７３番地
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58 431 ㈱コンピューター・ビジネス 代表取締役社長　阿久津　秀人 旭川市緑が丘東１条４丁目２番１４号

60 432 システムサービス㈱ 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水９条３丁目２番３１号

61 433 ㈱美唄未来開発センター 代表取締役　伊藤　一則 美唄市字茶志内７２６番２

73 437 ㈱日立ビルシステム 取締役社長　光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 ㈱日立ビルシステム　北海道支社 支社長　石田　総寿 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１

75 438 日本調理機㈱ 代表取締役社長　齊藤　有史 東京都大田区東六郷３丁目１５番８号 日本調理機㈱　北海道支店 支店長　小笠原　享 札幌市豊平区美園２条６丁目３番１４号

80 440 北海道電子工業㈱ 代表取締役　奥田　貞雄 旭川市５条西６丁目１番３号

81 441 NTT・TCリース㈱ 代表取締役　成瀬　明弘 東京都港区港南１丁目２番７０号

82 442 ㈱エイチ・アイ・ディ 代表取締役社長　前澤　央 札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２ ㈱エイチ・アイ・ディ システム統括本部　中村　好宏 札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２

90 444 ㈱セラビ 代表取締役  川端  英司 札幌市東区本町1条9丁目2番4号

92 446 富士通リース㈱ 代表取締役　近藤　芳樹 東京都千代田区神田練塀町3番地 富士通リース㈱　北海道支店 支店長　 奥田 憲一 札幌市中央区北2条西4丁目1番地

94 447 荏原商事㈱ 代表取締役 島田 薫 東京都中央区日本橋茅場町三丁目9番10号 荏原商事㈱　北海道支店 副支店長 西村 勝幸 札幌市中央区北四条東二丁目8番2号

99 448 開発工建㈱ 代表取締役 奈良 和康 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地

102 449 ㈱第一岸本臨床検査センター 代表取締役 広瀬 正明 札幌市東区伏古7条3丁目5番10号

103 450 東和Ｅ＆Ｃ㈱ 代表取締役 成田 正志 札幌市東区北41条東8丁目2番25号

105 451 ㈱北海道システムエンジニアリング 代表取締役 荒木 孝一 帯広市公園東町3丁目3番地7

109 454 ㈱小林舞台システム 代表取締役 小林 正志 恵庭市戸磯76番地26

117 455 北電総合設計㈱ 代表取締役社長 古谷 惠一
札幌市中央区北1条東3丁目1番地1 北電興
業ビル

118 456
合同会社北海道観光まちづくりセン
ター

代表社員 宮本 英樹 札幌市中央区北四条西６丁目１番３号

123 461 三和機工㈱ 代表取締役　今和泉　久生 江別市工栄町２１番地２９

124 462 ㈱ムサシ 代表取締役　羽鳥　雅孝 東京都中央区銀座８丁目２０番３６号 ㈱ムサシ　札幌支店 支店長　森山　明彦 札幌市北区北１２条西３丁目１番１５号

127 465 ㈱富士計器 代表取締役　伊藤　正志 釧路市星が浦大通４丁目５番５１号

134 466 札幌施設管理㈱ 代表取締役　田中　芳章 札幌市白石区南郷通１４丁目北３番３７号

135 467 ㈱建設技術研究所 代表取締役社長　中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号 ㈱建設技術研究所北海道支社 支社長　相澤　利忠
札幌市中央区北3条西3丁目１－６（札幌小暮
ビル）

136 468 ユニオンデーターシステム㈱ 代表取締役　前澤　央所 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号 ユニオンデーターシステム㈱ 取締役社長　岸本　健一 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号

137 469 北海道日興通信㈱ 代表取締役　鈴木　範夫 札幌市中央区大通東７丁目１２番地３３

139 470 ㈱北都測器 代表取締役　井上　英将 旭川市末広５条４丁目１番４号

144 472 ㈱ＮＨＫテクノロジーズ 代表取締役社長　大橋　一三 東京都渋谷区神山町４番１４号
㈱ＮＨＫテクノロジーズ　札幌総支社
ファシリティ技術事業部

技術事業部長　五十嵐　丈久 札幌市白石区東札幌６条４丁目１番１１号

149 474 富士ゼロックスシステムサービス㈱ 代表取締役　井上　あまね 東京都板橋区坂下１丁目１９番１号
富士ゼロックスシステムサービス㈱公共
事業本部　北海道支店

支店長　足立　孝之 札幌市中央区大通西６丁目１番地
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152 475 ㈱北海道アート社 代表取締役　和泉　臣里 札幌市中央区北４条西６丁目１番地

154 477 ㈱山田四郎松商店 代表取締役　山田　敏春 旭川市曙１条１丁目２番８号

155 478 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 代表取締役 社長執行役員　畑辺健 東京都台東区東上野５丁目２４番８号
三菱電機プラントエンジニアリング㈱
東日本本部 北海道支社

支社長　渡瀨　正樹 札幌市中央区北２条東１２丁目９８番地４２

156 479 北海航測㈱ 代表取締役社長　矢橋　潤一郎 札幌市中央区北３条西１７丁目２番地３６

158 481 ㈱データ 代表取締役　郷司　勢子 札幌市北区北７条西５丁目８番５号

159 482 ㈱データ管理 代表取締役　名和　靖史 帯広市西１２条北５丁目４番地４９

160 483 ㈱データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北７条西５丁目８番５号

164 485 一般財団法人北海道電気保安協会 理事長　富樫　泰治 札幌市西区発寒６条１２丁目６番１１号

168 486 野外科学㈱ 代表取締役　高岡　伸一 札幌市東区苗穂町１２丁目２番３９号

173 487 東芝インフラシステムズ㈱ 代表取締役社長　今野　貴之 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
東芝インフラシステムズ㈱　北海道支
社

統括責任者　山口　剛 札幌市西区琴似4条2丁目1番2号

174 488 ㈱ベルックス 代表取締役社長 梶野 弘毅 札幌市中央区北5条西12丁目2番地

175 489 ㈱日立ハイテクフィールディング 代表取締役 取締役社長 佐野 耕士 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
㈱日立ハイテクフィールディング 北海
道支店

支店長 田口　秀樹 札幌市北区北7条西1丁目1番地2

177 490 三精テクノロジーズ㈱ 代表取締役 良知　昇 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目3番29号 三精テクノロジーズ㈱　札幌営業所 所長  倉前　純一郎 札幌市中央区北1条西7丁目1-1

180 492 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 代表取締役社長　今関　智雄 東京都港区港南2丁目15番3号 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 北海道支店長 松川　裕一 札幌市中央区大通西4丁目1番地

181 493 ㈱日水コン 代表取締役社長 間山　一典
東京都新宿区西新宿6丁目22番1号（新宿スク
エアタワー）

㈱日水コン　北海道支所 支所長 小棚木　修
札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリ
ア）

182 494 ㈱日立製作所 執行役社長　東原　敏昭 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 ㈱日立製作所北海道支社 支社長　岡　博章 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

183 495 ㈱北海道日立 代表取締役　今給黎　康一 札幌市東区北５条東５丁目１番地１１

191 498 フジ地中情報㈱ 代表取締役　深澤　　貴 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 フジ地中情報㈱　北海道支店 支店長　藤田　　智 札幌市白石区菊水元町２条３丁目４番１８号

192 499 国策共栄㈱ 代表取締役社長　長谷川　敬 旭川市パルプ町１条３丁目５０５番地の１

199 501 ナラサキ産業㈱ 代表取締役社長　中村　克久 札幌市中央区北１条西７丁目１番地 ナラサキ産業㈱　北海道支社
執行役員　北海道支社長　小
松　誠一

札幌市中央区北１条西７丁目１番地

200 502 ワタキューセイモア㈱ 代表取締役　村田　清和
京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２
番地の２

ワタキューセイモア㈱北海道支店 支店長　小原　章宏 小樽市新光５丁目１３番３号

208 504 水ingエンジニアリング㈱ 代表取締役社長　池口　学 東京都港区港南一丁目７番１８号 水ingエンジニアリング㈱　北海道支店 支店長　保田　市生 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号

215 506 ㈱油設保全センター 代表取締役　大村　和彦 旭川市旭神２条１丁目２番２０号

216 507 ㈱会議録センター 代表取締役　加藤　剛也 埼玉県鴻巣市鎌塚１丁目４番１２号 ㈱会議録センター北海道支社 支社長　丸山　聡史 札幌市北区北８条西６丁目２番地　新和ビル

217 508 ㈱フジマック 代表取締役　熊谷　光治 東京都港区南麻布１丁目７番２３号 ㈱フジマック　旭川営業所 所長　前田　英巨 旭川市９条通１２丁目ハタケヤマビル５階

221 510 電気興業㈱ 代表取締役社長　松澤　幹夫 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 電気興業㈱　北海道支店 支店長　石川　純二 札幌市北区北６条西６丁目２番地

223 511 ㈱トラスト技研 代表取締役　島田　範義 札幌市豊平区平岸１条１３丁目４番１号

226 512 東洋計器㈱ 代表取締役社長　土田　泰秀 長野県松本市和田３９６７番地１０ 東洋計器㈱　札幌支店 支店長　藤平　朋昭 札幌市中央区大通西７丁目２－２
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227 513 空知興産㈱ 代表取締役社長　小田　真人 滝川市東町一丁目１番９号

228 514 共和化工㈱ 代表取締役　吉村　俊治 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 共和化工㈱　札幌支店 支店長　渡邉　康大 札幌市中央区北２条東２丁目１番１７号

229 515 ㈱ノア 代表取締役　松永　淳 札幌市中央区南１条西７丁目１６番地２

233 516 日本衛生㈱ 代表取締役　中川　卓美 札幌市清田区平岡１条１丁目１番４０号 日本衛生㈱　道東支店 支店長　藤森　弦 釧路市海運１丁目１番９号　埠頭ビル

234 517 ㈱北海道二十一世紀総合研究所 代表取締役社長　迫田　敏高 札幌市中央区大通西３丁目１１番地

237 519 ㈱東日本計装 代表取締役　三浦　修司 札幌市東区北４３条東１丁目４番２３号

239 520 ㈱道銀地域総合研究所 代表取締役　上杉　真 札幌市中央区大通西４丁目１番地

241 521 公益財団法人　北海道対がん協会 会長　長瀬　清 札幌市東区北２６条東１４丁目１－１５
公益財団法人　北海道対がん協会　旭
川がん検診センター

所長　菅野　普子 旭川市末広東２条６丁目６番１０号

243 522
公益財団法人　北海道労働保健管理
協会

会長　横山　進 札幌市白石区本郷通３丁目南２番１３号

245 523 ㈱オーヤラックス 代表取締役　松村　かおり 東京都千代田区麹町１丁目６番地２ ㈱オーヤラックス　札幌支店 支店長　小林　正志 札幌市中央区南1条東２丁目８番地１

254 526 アートシステム㈱ 代表取締役　松田　信介 札幌市白石区本通１７丁目南５番１５号 アートシステム㈱帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西２０条南６丁目３番２０

263 528 日清医療食品㈱ 代表取締役社長　菅井　正一
東京都千代田区丸の内２丁目７番３号　東京
ビルディング２０階

日清医療食品㈱　北海道支店 支店長　渡辺　富士雄
札幌市中央区北３条西４丁目１番１号　日本生
命札幌ビル２０階

265 530 一般社団法人　地域ウエルネス・ネット 代表理事　中村　悦子 札幌市西区発寒１５条１丁目１２－１０

271 533 北海道地図㈱ 代表取締役　小林　毅一 旭川市台場１条２丁目１番６号 北海道地図㈱　旭川支店 支店長　周藤　利通 旭川市台場１条２丁目１番６号

277 537 ㈱コンピュータシステム研究所 代表取締役 長尾 良幸 宮城県仙台市青葉区北根黒松14-15
㈱コンピュータシステム研究所　札幌
営業所

所長 喜志　雅文 札幌市中央区北4条西13丁目1-18

278 538 日本キャタピラー合同会社
代表社員 キャタピラージャパン合同
会社職務執行者 本田　博人

東京都中野区本町一丁目32番2号
日本キャタピラー合同会社　北見営業
所

北見営業所長　板倉　昌彦 北見市小泉420-1

280 540 ㈱クリタス 代表取締役 鎌田 裕久 東京都豊島区南池袋一丁目11番22号 ㈱クリタス　北海道支店 支店長　 脇川　克晴 札幌市白石区平和通4丁目北2番33号

284 541 新栄クリエイト㈱ 代表取締役 大西 一洋 札幌市中央区北8条西20丁目2番15号

286 542 愛知時計電機㈱ 取締役社長 星加　俊之 名古屋市熱田区千年1丁目2番70号 愛知時計電機㈱　釧路営業所 所長 梶原　恵一 釧路市柳町9番9号

288 544 ㈱ＮＩＣＨＩＪＯ 代表取締役　鈴木　隆好 札幌市手稲区曙５条５丁目１番１０号

293 545 ㈱西原環境 代表取締役　西原　幸志 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 ㈱西原環境 北海道支店 支店長　長谷川　巧 札幌市東区北６条東３丁目３番地１

297 547 富士ゼロックス北海道㈱ 代表取締役　成島　孝 札幌市中央区大通西６丁目１番地 富士ゼロックス北海道㈱ 公共営業部長　本間　友二 札幌市中央区大通西６丁目１番地

298 548 北海道富士電機㈱ 取締役社長　佐藤　友則 札幌市中央区大通東７丁目１２番９

299 549 ㈱北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町１３丁目２番１７号

304 550 ワイコム㈱ 代表取締役 秦野 仁志 札幌市中央区北1条西7丁目3番地

308 551 ㈱中西製作所 代表取締役 中西　一真 大阪市生野区選南5丁目4番14号 ㈱中西製作所　北海道支店 支店長 渡邉　俊弥 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号

314 552 ㈱つうけんアドバンスシステムズ 代表取締役　橘川　龍也 札幌市白石区本通１９丁目南６番８号

319 553 札幌水材㈱ 代表取締役　藤田　斉 札幌市中央区北１０条西２０丁目２番３号
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320 554 沖電気工業㈱
代表取締役社長執行役員　鎌上
信也

東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号 沖電気工業㈱　北海道支社 支社長　地元　淳一 札幌市中央区南一条西８丁目１番地１

321 555 沖ウィンテック㈱ 代表取締役　畠山　俊也 東京都品川区北品川１丁目１９番４号 沖ウィンテック㈱　北海道支店 支店長　野本　浩 札幌市北区北７条西２丁目２０番地

323 557 ㈱ゼンリン 代表取締役　髙山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１番１号 ㈱ゼンリン　旭川営業所 所長　福田　貴志
旭川市３条通９丁目７１０番地　損保ジャパン
旭川ビル１F

335 562
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱

代表取締役社長　片倉　達夫 東京都中央区銀座８丁目２１番１号
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱北海道社 北海道営業所

所長　田中　司 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目７番４０号

341 565 東日本電信電話㈱ 代表取締役社長　井上　福造 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 東日本電信電話㈱ 北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西１４丁目７番地

343 567 ㈱キシイ 代表取締役　岸井　康祐 旭川市１条通１３丁目右６号

346 568 北海道オリオン㈱ 代表取締役　太田　哲郎 札幌市白石区本通１８丁目北３番６６号

349 569 ㈱吉岡経営センター 代表取締役　吉岡　高広 札幌市中央区北６条西２４丁目１番３０

351 570 ㈱アシストワンエナジー 代表取締役　深川　政和
札幌市中央区北４条西２丁目１番地１　カメイ
札幌駅前ビル９階

354 571 ㈱日本サーモエナー 代表取締役　泉　　雅彦 東京都港区白金台三丁目２番１０号 ㈱日本サーモエナー旭川営業所 所長　高松　伸也 旭川市東4条9丁目1番16号

357 573 ㈱北海道日立システムズ 代表取締役　河田　淳一 札幌市中央区大通西３丁目１１番地

358 574 ㈱テクノラボ 代表取締役　石井　茂喜
札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目１番１
０号

371 575 横浜植木㈱ 代表取締役社長 伊藤　智司 神奈川県横浜市南区唐沢15番地 横浜植木㈱　北海道支店 支店長 　喜多　伸行 札幌市白石区平和通14丁目北2番16号

374 576 扶桑電通㈱ 代表取締役 児玉 栄次 東京都中央区築地5丁目4番18号 扶桑電通㈱　旭川営業所 所長 吉永 泰久 旭川市一条通8丁目542番地の4

389 579 ㈱SEウイングズ 代表取締役　西村　良克 苫小牧市字弁天５０４番地４

402 581 ㈱アルファ水工コンサルタンツ 代表取締役　川森　晃 札幌市西区発寒9条14丁目516番336

405 582 ㈱　管　研 代表取締役　赤石　多久見 札幌市手稲区新発寒7条1丁目1番26号

406 583 ㈱札幌ニット 代表取締役　武田　久 札幌市白石区本郷通4丁目南2番9号

407 584 ㈱クラーク総合通商 代表取締役　廣田　勝年 千歳市本町1丁目1番地1

408 585 アーバン鑑定 代表　澤田　直記 札幌市中央区北５条西２９丁目２番２８号

409 586 エヌエス環境㈱ 代表取締役　須磨　重孝 東京都港区芝公園1丁目２番９号 エヌエス環境㈱　札幌支店 支店長　倉井　規広 札幌市中央区北１条西１６丁目１番地１２

411 587 日本工営㈱ 代表取締役　有元　龍一 東京都千代田区麹町五丁目４番地 日本工営㈱　札幌支店 支店長　橋場　克泰 札幌市中央区北五条西六丁目２番地

414 588 文化シャッターサービス㈱ 代表取締役　中島　省吾 東京都豊島区西巣鴨４丁目14番5号
文化シャッターサービス㈱　北海道
サービス支店

支店長　森谷　忠 札幌市白石区南郷通16丁目北3-27

413 589 アトラス情報サービス㈱ 代表取締役　八瀬　誠 大阪府大阪市中央区北浜三丁目1番6号
アトラス情報サービス㈱　北海道事業
所

所長　松田　和広 札幌市中央区大通西九丁目3番地33

418 590 ㈱パスコ 代表取締役　島村　秀樹 東京都目黒区東山１丁目１番２号 ㈱パスコ　札幌支店 支店長　畠山　久史 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地７３

419 591 ㈱アイホー 代表取締役社長　寺部　良洋 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 ㈱アイホー　札幌支店 支店長　若松　良一 札幌市豊平区西岡４条１３丁目１４番１８号

420 592 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長　野崎　秀則 東京都渋谷区本町３丁目１２番１号
㈱オリエンタルコンサルタンツ　北海道
支社

支社長　小林　賢一 札幌市北区北１９条西３丁目２番１６号

421 593 ㈱ウェルクル 代表取締役　田中　学
大阪市中央区北浜３丁目１－６　サン北浜ビル
４Ｆ

㈱ウェルクル　札幌支店 支店長　畑澤　大輔
札幌市中央区大通西９丁目３－３３　キタコー
センタービルディング８Ｆ
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422 594 ㈱北海道山有 代表取締役　吉村　俊治 札幌市清田区北野６条１丁目５番１号

427 595 ㈱キロコ電気 代表取締役　木呂子　真彦 帯広市新町９丁目２番地

429 596 ㈲鉢呂工業 代表取締役　鉢呂　栄治 中川郡美深町大通南8丁目16番地5

432 597 応用地質㈱ 代表取締役　成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7番地 応用地質㈱　北海道事務所 事務所長　山田　隆之 札幌市白石区南郷通1丁目北9番20号

145 598 ㈱オバリ 代表取締役　小針　尚仁 札幌市白石区米里1条2丁目7-2

436 599 株式会社　ｉｐｎｅｔ 代表取締役　佐藤　史 札幌市豊平区平岸１条13丁目4-1　2F

438 600 北海道伝統文化振興会 会長　入口　毅 札幌市北区北6条西8丁目8－2－201

439 601 アースサイエンス㈱ 代表取締役　加藤　孝幸 札幌市北区北39条西3丁目2番1号

7 702 パナソニックＬSエンジニアリング㈱ 代表取締役　藤井　和夫 大阪府大阪市中央区城見二丁目1番61号
パナソニックＬSエンジニアリング㈱　北
海道・東北支店

支店長　菊森　慎吾 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1番25号

26 703 セコム㈱ 代表取締役　尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号

55 704 ㈱ライズファクトリー 代表取締役　戸田　その子
東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号　日東
九段ビル6階

71 705 ㈱ニック 代表取締役　松浦　豊喜 福岡県大野城市川久保３丁目１番２３号 ㈱ニック　東京支店 支店長　竹原　達也 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目7番4号

78 706 レッドホースコーポレーション㈱ 代表執行役　宮本　隆温
東京都江東区豊洲3丁目2番24号　豊洲フォレ
シア9階

100 707 ㈱ＬＥＯＣ 代表取締役 小野寺 裕司 東京都千代田区大手町1丁目1番3号

129 709 ㈱図書館流通センター 代表取締役　細川　博史 東京都文京区大塚三丁目1番1号

161 711 ㈱ぎじろくセンター 代表取締役　白井　義美 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ ㈱ぎじろくセンター　東京営業所
取締役兼東京営業所長　濱野
尚子

東京都中央区日本橋小舟町９番３号　日本橋
相互ビル５０５号室

244 716 第一法規㈱ 代表取締役社長　田中　英弥 東京都港区南青山二丁目１１番１７号

248 717 日立キャピタル㈱ 代表執行役　川部　誠治 東京都港区西新橋一丁目３番１号 日立キャピタル㈱ 執行役　安栄　香純 東京都港区西新橋一丁目３番１号

300 718 岐阜種苗㈱ 代表取締役社長　 竹中　昭雄 岐阜県岐阜市菅生６丁目２番９号

373 720 ㈱データホライゾン 代表取締役 内海 良夫
広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号
広島ミクシス・ビル

395 726 ＫＳＳ㈱ 代表取締役　深澤　重幸 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号

400 727 ㈱キャンサースキャン 代表取締役　福吉　潤 東京都品川区西五反田一丁目3番8号

410 728 ソリマチ㈱ 代表取締役　反町　秀樹
新潟県長岡市表町１丁目４番地２４　ソリマチ
第３ビル


