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平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【物品購入・物品賃貸借・買入】受理番号 資格者名 所在地1 1 藤原工業㈱ 中川郡幕別町旭町91番地2 6 ㈱原秀商会 帯広市東1条南20丁目19番地3 8 株式会社北洋清掃社 帯広市西24条北2丁目5番地３７4 11 有限会社帯広保安資材 河東郡音更町柳町南区１２番地5 15 ㈱札幌北洋リース 札幌市中央区大通西3丁目11番地6 18 ㈱モロオ帯広営業所 帯広市大通南22丁目47 22 東芝メディカルシステムズ㈱帯広出張所 帯広市西16条南1丁目18番5号8 23 ㈲道東環境 中川郡幕別町札内共栄町175番地の69 25 ㈱アドプリント 帯広市東3条南8丁目1710 31 ニッポンレンタカー北海道㈱ 札幌市白石区東札幌一条1丁目1番8号11 36 ㈲北都測器帯広営業所 帯広市西14条北2丁目2-4012 38 道東ライス㈱ 帯広市西1条南11丁目1番地13 52 ㈱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14 55 三菱ふそうトラック・バス㈱北海道ふそう帯広支店 帯広市西19条北1丁目1番10号15 59 ㈱エイチ・ビー・シー・フレックス 札幌市中央区南７条西1丁目13番地7316 61 ㈱ワイドバンドコンピュータ 帯広市西16条南6丁目30番23号17 62 ㈱北洋防災工業所 帯広市西17条北2丁目19番5号18 66 北海道温泉ポンプ㈱ 札幌市豊平区福住1条8丁目5番4号19 67 ㈱北海道ジェイ・アール商事 札幌市東区北６条東４丁目１番地４20 69 札内ツバメ石油㈱ 中川郡幕別町札内青葉町308番地21 70 田辺商事㈱帯広営業所 帯広市西20条南1丁目14番4922 71 ㈱パセオ 帯広市西16条南6丁目30番23号23 75 ㈱北海道ロードサービス道東支店 帯広市西12条北1丁目13番地24 79 幕別町森林組合 中川郡幕別町宝町53番地125 82 ㈱松村電機製作所札幌営業所 札幌市中央区南3条西3丁目8番1号　26 89 ㈲岩野商事 中川郡幕別町札内みずほ町326番地2927 91 ヤンマーアグリジャパン㈱幕別支店 中川郡幕別町明野20828 93 コマツレンタル道東㈱ 帯広市西24条北1丁目3番4号29 94 ソーゴー印刷㈱ 帯広市西16条北1丁目25番地30 97 ㈱三宝商会 釧路市堀川町7番35号31 116 新日本工業㈱ 旭川市東8条6丁目5番8号32 118 ㈱富士計器 釧路市星が浦大通4丁目5番51号33 120 アビックラボ㈱ 札幌市豊平区平岸3条9丁目4番1号34 133 ヤスダリネンサプライ（株） 広尾郡大樹町字下大樹199番地335 136 太平電気㈱ 帯広市西16条南6丁目42番2036 143 北沢産業㈱帯広営業所 帯広市西4条南28丁目2-537 145 帯広三菱自動車販売㈱ 帯広市大通南23丁目11番地38 146 とかちスズキ㈱ 帯広市大通南２３丁目１０番地39 147 ㈱井関楽器帯広支店 帯広市西17条南4丁目51番15号40 148 帯広トヨペット㈱ 帯広市大通南6丁目17番地41 151 ＡＬＳＯＫ北海道㈱ 札幌市北区北七条西４丁目３番地１42 153 ㈱アグロジャパン帯広営業部 帯広市西九条南11丁目4-1143 154 ㈱カナモト帯広東営業所 中川郡幕別町札内みずほ町32644 156 ㈱更別企業 河西郡更別村字更別南2線92番地1045 163 北菱テクニカル㈱ 札幌市中央区南3条西6丁目3番2-607号46 170 ㈱オーレンス 野付郡別海町別海旭町48番地147 172 トォータルフーズ㈱ 帯広市西17条南5丁目2番地48 178 大槻理化学㈱帯広営業部 帯広市西18条南1丁目2番地3549 179 ㈲加藤電機工業所 帯広市西4条南2丁目11番地50 186 ㈱HBA 札幌市中央区北4条西7丁目1番地851 189 日本カルミック㈱ 千代田区九段南1丁目5番10号52 193 田井自動車工業㈱ 札幌市東区北丘珠五条4丁目3番1号53 194 東芝電機サービス㈱北海道支店 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号54 195 東京センチュリー㈱札幌支店 札幌市中央区北1条西3丁目3番地55 196 ㈱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756 198 ㈱ＴＫＣ 宇都宮氏鶴田町１７５８番地57 199 ㈱ケイセイ 帯広市東5条南7丁目1番地358 203 北設㈱帯広事務所 帯広市西11条北4丁目1-159 209 ㈲細川天光堂 中川郡幕別町札内中央町460番地60 214 ㈲阿部通信システム 帯広市西22条南4丁目33番地661 215 ㈱ベネフィット 帯広市西３条南３２丁目２４番２２号62 216 いけだ清掃株式会社 中川郡池田町字清見258番地63 220 ㈱藤丸 帯広市西2条南8丁目1番地64 221 日本調理機㈱北海道支店 札幌市豊平区美園2条6丁目3番14号65 223 ㈱中西製作所北海道支店 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号66 227 ㈲パーソン 帯広市東4条南17丁目19番地67 237 ㈱ニチイ学館 千代田区神田駿河台2丁目9番地68 247 メタウォーター㈱北海道営業所 札幌市中央区北１条東2丁目5-269 253 石垣メンテナンス㈱北海道支店 札幌市中央区南１条東２丁目８番地２70 256 ㈱会議録研究所 新宿区市谷八幡町16番地



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【物品購入・物品賃貸借・買入】受理番号 資格者名 所在地71 257 ㈱シン技術コンサル帯広支店 帯広市西13条北5丁目1番地1672 258 ㈱会議録センター北海道支社 札幌市北区北8条西6丁目73 260 北海道グローリー㈱帯広営業所 帯広市西6条南10丁目12番地74 261 大和リース㈱札幌支店 札幌市東区北42条東17丁目6番12号75 271 ㈱進藤鋳造鉄工所 帯広市西22条北1丁目5番5号76 273 日道電建㈱ 札幌市北区新川2条10丁目1番22号77 276 大和産業㈱ 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号78 277 大同出版紙業㈱ 帯広市西7条南6丁目2番地79 293 ヤマハサウンドシステム㈱ 中央区日本橋箱崎町41-1280 294 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 札幌市中央区北2条東12丁目98番地4281 295 ㈱河合楽器製作所帯広店 帯広市西19条南３丁目４－1282 296 クボタ機工㈱北海道営業所 札幌市中央区北3条西3丁目1番地4483 300 ㈱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84 309 ㈱ホンダカーズ帯広 帯広市西21条南１丁目15番地1385 312 ㈱ケイセイ建材 帯広市東7条南15丁目1番地86 315 帯広扶桑物産㈱ 帯広市東4条南3丁目4番地87 322 ㈱ムトウ帯広支店 帯広市西3条南16丁目18番地２88 330 鈴蘭ビルサービス㈱ 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地89 332 パソコンランド㈱ 帯広市東２条南１９丁目１６番地90 333 ㈲丸香 帯広市西17条南5丁目2番地91 334 ㈱池下電設 札幌市豊平区月寒東2条7丁目14番1号92 338 ㈱ウチダ電商 札幌市白石区本郷通4丁目南2番6号93 339 昇寿チャート㈱札幌支店 札幌市中央区北8条西18丁目1番地794 340 ㈱データ 札幌市北区北7条西5丁目8番5号95 342 新栄クリエイト㈱ 札幌市中央区北8条西20丁目2番15号96 345 技販工業㈱ 札幌市北区新琴似12条1丁目2番8号97 347 ㈱ノヴェロ帯広支社 帯広市西7条南22丁目8番地98 367 ㈲タクトビル 中川郡幕別町本町120番地の399 369 ナブコシステム㈱帯広営業所 帯広市西4条南28丁目2番地5100 370 タイキ工業㈱ 帯広市西１条南29丁目17番地1101 371 ㈱帯広旭楽器商会 帯広市西7条南17丁目11番地7102 372 光安全㈱ 北見市常盤町２丁目１番１８号103 377 ㈱東芝北海道支社 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号104 381 北海産業(株)　帯広営業所 帯広市西22条南１丁目６－９105 385 三ツ輪べンタス㈱ 釧路市鳥取南5丁目12番5号106 387 三ツ輪共和コンクリート㈱ 阿寒郡鶴居村字幌呂342番地10107 388 ㈲木川商店 中川郡幕別町本町120番地108 396 ㈱帝国データバンク帯広支店 帯広市大通南9丁目4109 397 システムバンク㈱ 札幌市中央区大通西８丁目２番地110 398 北海道富士電機㈱ 札幌市中央区大通東7丁目1番地118111 401 ＮＴＴファイナンス㈱北海道支店 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21112 402 ㈱ほくやく帯広支店 帯広市西11条北4丁目1番地6113 403 パナソニック環境エンジニアリング㈱東京支店 港区港南2丁目12番26号114 404 沖電気工業㈱北海道支社 札幌市中央区北3条西3丁目1番地44号115 407 コマツ道東㈱帯広支店 帯広市西24条北1丁目3番4号116 410 ㈱データベース 札幌市北区北7条西5丁目8番5号117 415 フジ防災㈱ 帯広市東13条南4丁目5番地118 417 北日本コンピューターサービス㈱ 秋田市南通築地15番地32号119 421 札幌大成機工㈱ 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号120 424 ㈱栗林商会帯広支店 河西郡芽室町東芽室基線７番26号121 426 ㈱つうけんアクティブ帯広事業所 帯広市西20条北１丁目１番地１５号122 432 ㈲高橋ボイラー設備工業 帯広市西十六条南32丁目10番地3123 434 NECフィールディング㈱道東支店 帯広市西3条南10丁目32番地124 437 ㈱サン高千穂 札幌市白石区本通16丁目北1番20号125 446 堂前建設㈱ 中川郡幕別町幸町54番地の3126 448 ㈱日本防災技術センター帯広営業所 帯広市白樺16条東20丁目10番地127 449 ㈲笹井金物店 中川郡幕別町錦町42番地128 450 ㈱ＨＤＣ 札幌市中央区南1条西10丁目2番地　129 453 ㈱新晃商会 帯広市西二条南27丁目６番地130 454 道東エア・ウォーター㈱忠類サービスセンター 中川郡幕別町忠類本町106番地131 455 ㈱日本水泳振興会札幌支店 札幌市北区北二十六条西6丁目4-3-203132 456 ㈱沖電気カスタマアドテック北海道支社 札幌市中央区北１条東8丁目2-18133 458 ㈱中島自工 帯広市西20条北1丁目3番32号134 460 太平洋設備㈱ 釧路市春採5丁目16番17号135 464 橋本電気工事㈱ 札幌市東区北19条東10丁目3番7号136 469 ㈱ムサシ札幌支店 札幌市北区北12条西3丁目1番地15号137 470 システムサービス㈱ 札幌市白石区菊水９条3丁目2番31号138 471 ㈱ぎょうせい北海道支社 札幌市中央区北５条西6丁目２－２139 476 愛知時計電機㈱釧路営業所 釧路市柳町9番9号140 481 ㈱サンエス・マネジメント・システムス 釧路市末広町１０丁目1番地6



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【物品購入・物品賃貸借・買入】受理番号 資格者名 所在地141 482 ㈱アイエス 帯広市西11条南34丁目7番地１142 486 ㈱総合エージェンシー 帯広市東2条南4丁目3番地4143 493 ㈱北海道気象技術センター釧路営業所 釧路市春採３丁目９－１２144 494 ㈱共成レンテム幕別営業所 中川郡幕別町明野658番地1145 495 ㈱奥原商会 帯広市西20条北1丁目3番30号146 497 北海航測㈱ 札幌市中央区北3条西17丁目2番地36147 498 ㈱サニクリーン北海道帯広営業所 帯広市西17条南3丁目37番3号148 500 日本電気㈱北海道支社 札幌市中央区大通西4丁目1149 501 北海道日興通信㈱帯広営業所 帯広市西3条南10丁目150 502 笹島産業 中川郡幕別町札内あかしや町57番地の20151 503 ㈱ウィンクリン 帯広市西23条北4丁目6番地5152 506 東洋通工㈱ 帯広市西15条南10丁目1番地153 507 岡田建設㈱ 帯広市西1条南29丁目1番地154 508 ㈱北海道エコシス 帯広市西24条北4丁目5番地の4155 509 有限会社ワン・エックス 帯広市西２条北2丁目17番地１156 510 株式会社ヒット 帯広市西２条北２丁目17番地１157 511 タニコー㈱帯広営業所 帯広市大通南18丁目11番地158 512 三井住友ファイナンス＆リース株式会社北海道営業部 札幌市中央区北一条西4丁目2-2159 513 ㈱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160 514 日本無線㈱北海道支社 札幌市中央区北3条西7丁目1番地161 515 勝海電気㈱ 広尾郡大樹町字下大樹189番地25162 516 ㈱セラビ 札幌市東区本町1条9丁目2番4号163 523 ナラサキ産業㈱北海道支社 札幌市中央区北１条西7丁目1番164 525 朝日航洋株式会社北海道空情支社 札幌市西区発寒８条１１丁目３－５０165 526 ㈲森本商会 中川郡幕別町忠類幸町１７番地166 528 佐山建設工業㈱ 中川郡幕別町字明野214番地の2167 529 佐山砕石総合プラント㈲ 中川郡幕別町字明野214番地の1168 530 ㈲メンテック 河東郡音更町中鈴蘭南６丁目４番地11169 531 ㈱サンコー緑化十勝営業所 帯広市東3条南25丁目6番地170 532 ㈱GICJapan 札幌市中央区宮の森３条１１丁目１番３４号171 537 札幌北営㈱ 札幌市西区八軒4条西4丁目4番6号172 543 北海道川崎建機㈱ 北広島市大曲中央1丁目２番地2173 544 北海道重建機工㈱ 北広島市大曲中央1丁目2番地6174 546 ㈱ズコーシャ 帯広市西18条北1丁目17番地　175 547 リコーリース㈱北海道支社 札幌市中央区北1条西1丁目1176 549 ㈱北海道モリタ 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号177 552 ㈱エイチ・アイ・ディ 札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２178 557 丸山事務機 帯広市西十八条南4丁目22-8179 558 ㈱エルバ北海道 帯広市西23条北4丁目1番地27180 569 ひまわり産業㈱ 帯広市西7条南１４丁目２番地5181 573 東日本電信電話㈱　ビジネス＆オフィス営業推進本部　北海道法人営業部 札幌市中央区大通西14丁目7番地182 577 山田機械工業㈱ 帯広市西24条南1丁目4番地2183 580 ㈱ヤマト商会 帯広市東10条南7丁目1番地15184 581 東芝医用ファイナンス㈱ 中央区日本橋人形町２丁目14番10号185 589 ㈱大上電気工業 中川郡幕別町本町35番地1186 593 ダスキンオビヒロ㈱ 帯広市西22条南4丁目35番地187 594 ㈱データ管理 帯広市西12条北5丁目4番地49188 598 ㈱トヨタレンタリース帯広 帯広市東3条南10丁目５番地1189 600 ㈱カンキョウ 上川郡新得町字新得東1線32番地8190 607 ㈱テクノス北海道 旭川市忠和4条7丁目4番10号191 614 タナ鐡工㈱ 河西郡芽室町東芽室基線７番地23192 619 ㈱JECC営業本部 千代田区丸の内３丁目４番１号193 620 ㈱反町 帯広市西2条南5丁目18番地194 622 ㈱ニサカ 旭川市8条通9丁目左6号195 624 北央テクノサーブ株式会社 帯広市西24条北2丁目5番地52196 626 王子・伊藤忠エネクス電力販売㈱ 港区虎ノ門2丁目１０番1号197 639 ㈱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198 642 ㈲タナベ 帯広市西23条北4丁目1番地2199 643 パナソニックESエンジニアリング㈱北海道・東北支店 仙台市青葉区一番町４丁目１番２５号200 647 ㈱曽我 帯広市西15条南28丁目1-8201 648 ㈱朝日 帯広市西7条南5丁目2番地202 650 ㈱成井 帯広市東10条南6丁目5番地1203 651 ㈱登寿ホールディングス 帯広市西四条南９丁目１番地4204 655 ホシザキ北海道㈱帯広営業所 帯広市大通南27丁目15番地2205 661 ㈱鈴木商会 札幌市中央区北4条西4丁目1番地206 662 北海道三菱電機販売㈱ 札幌市東区北24条東2丁目5番15号207 663 ＩＢＪＬ東芝リース㈱ 港区虎ノ門1丁目２番6号208 664 セコム㈱ 渋谷区神宮前1丁目5番1号209 666 富士通リース㈱北海道支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地210 667 国土情報開発㈱ 世田谷区池尻2丁目7番3号



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【物品購入・物品賃貸借・買入】受理番号 資格者名 所在地211 668 扶桑電通㈱北海道支店 札幌市中央区北1条東1丁目6番5212 669 菱中産業㈱ 帯広市西24条北1丁目3番28号213 671 開発工建㈱ 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地214 672 凸版印刷㈱東日本事業本部北海道事業部 札幌市西区二十四軒4条1丁目1番30号215 675 ㈱オーヤラックス札幌支店 札幌市中央区南1条東2丁目8番1号216 677 東洋計器㈱札幌支店 札幌市中央区大通西７丁目２-２217 678 富士ゼロックスシステムサービス㈱営業本部公共システム営業事業部北海道支店 札幌市中央区大通西6丁目1番地218 679 ㈱ノブ 帯広市大通南4丁目14番地219 680 日本ケーブル㈱札幌支店 札幌市中央区宮の森4条1丁目3番35号220 683 熱原帯広㈱ 帯広市東5条南6丁目15番地221 684 北海道道路保全㈱ 帯広市西23条北1丁目1番16号222 688 ㈲エムエス北海道 中川郡幕別町札内桜町120番地18223 690 ㈲丸北北村畳商店札内支店 中川郡幕別町札内中央町３３０番地の4224 699 東北海道いすゞ自動車㈱帯広支店 帯広市西20条北1丁目3番2号225 700 ㈱田代楽器 帯広市西20条南５丁目22番７号226 703 ㈱カネタ 帯広市西7条南1丁目9番地227 704 NECネッツエスアイ㈱北海道支店 札幌市中央区大通西4丁目１番地228 709 ㈱パスコ札幌支店 札幌市中央区南7条1丁目13番地73229 712 大丸㈱道東支店 帯広市西19条南1丁目4番地22230 713 ㈲南川商店 札幌市中央区南８条西２丁目５番地18231 714 北海道地図㈱帯広支店 帯広市西２条南11丁目１-２232 715 ㈱ライズファクトリー 江東区住吉２丁目25-２233 718 リーダース産業㈱ 旭川市近文町16丁目2785番地の2234 722 ㈱札幌ニチエー 札幌市手稲区新発寒5条1丁目1101-35235 724 東洋印刷㈱ 帯広市西10条南9丁目7番地236 727 ㈱創和　札幌支社 札幌市白石区東札幌１条４丁目３－１０237 730 ㈱小林舞台システム 恵庭市戸磯76番地26238 733 ㈱前澤エンジニアリングサービス北海道営業所 札幌市中央区南二条西6丁目17番地239 736 太平洋建設工業㈱帯広支店 帯広市愛国町南8線6番240 738 ㈱アブカワ 帯広市西19条北2丁目11番地10241 739 三立機電㈱帯広支店 帯広市西20条北1丁目3番24号242 740 ㈲鈴屋 中川郡池田町字大通2丁目16番地243 743 ㈱杉山商会 帯広市西9条南14丁目3番地1244 744 ㈱大原鉄工所北海道営業所 石狩市新港南３丁目700番地30号245 747 中央コンピューターサービス㈱十勝営業所 帯広市西6条南6丁目3番地　ソネビル3F246 749 ㈱正岡商会 釧路市愛国東3丁目2番3号247 751 北原通信㈱ 帯広市東9条南14丁目2番地248 753 スノーシステムズ㈱ 千代田区内神田１丁目４番２号249 760 ＮＥＣソリューションイノベータ㈱北海道支社 札幌市北区北八条西3丁目28番地250 761 川向文具店 中川郡幕別町錦町141番地7251 763 ㈱通電技術 札幌市白石区平和通２丁目北11番20号252 764 ㈱フジマック帯広営業所 帯広市白樺16条東20丁目10番地253 767 ユニオンデーターシステム㈱ 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号254 775 札内農業協同組合 中川郡幕別町札内中央町467番地255 776 ㈲小川防災工業 帯広市西9条南25丁目44番地256 779 タカギ商会 帯広市西13条南14丁目2番地3257 780 ㈱スズケン帯広支店 帯広市東1条南19丁目11番地258 782 ＵＤトラックス道東㈱ 帯広市西21条北1丁目3番12号259 785 ㈱道東オーテック 帯広市西12条南12丁目4番地260 786 ㈲逢坂商店 中川郡幕別町錦町19番地1261 787 北海道ドライケミカル㈱ 札幌市白石区東札幌２条１丁目５番５号262 789 ㈱総合防災 帯広市西11条南2丁目3番地263 791 三協フロンテア㈱札幌支店 札幌市中央区大通東７丁目264 792 ㈱ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市中央区大通西14丁目7番地　265 800 帯広ヤクルト販売㈱ 帯広市西7条南5丁目2番地266 803 トッパン・フォームズ㈱帯広営業所 帯広市大通南9丁目4267 809 北海道エコリサイクルシステムズ株式会社 苫小牧市柏原６番269268 810 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱北海道支店 札幌市中央区大通西4丁目1番地269 812 ㈱マテック 帯広市西21条北1丁目3番20号270 815 ㈱富士通ゼネラル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番地1271 817 日本コムテック㈱ 札幌市中央区南8条西13丁目3番60号272 818 ㈱北海道クボタ幕別営業所 中川郡幕別町字相川476番地10273 820 北海道エア・ウォーター㈱帯広産業・医療営業所 帯広市西五条南5丁目4番地274 823 ㈱キロコ電気 帯広市新町西9丁目2番地275 826 ㈱ヰセキ北海道帯広西営業所 帯広市西二十二条北1丁目13番地276 831 東亜リース㈱帯広営業所 河西郡芽室町東芽室基線１０277 832 上光施設工業㈱ 帯広市西17条南3丁目46番19号278 834 帯広管材㈱ 河東郡音更町木野大通西2丁目3番地279 835 ㈱常光帯広営業所 帯広市東3条南10丁目1280 837 ㈲ナガオグリーン 上川郡新得町西3条南4丁目35



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【物品購入・物品賃貸借・買入】受理番号 資格者名 所在地281 839 （有）オグラ時計電器 中川郡幕別町札内中央町450番地1282 840 ㈲ありさわ商会 中川郡幕別町錦町13番地4283 841 ㈲協和電設 中川郡幕別町札内新北町8番地の1284 845 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285 848 ㈱高田東洋堂 帯広市西5条南12丁目6番地１286 851 北海道リース㈱帯広支店 帯広市西3条南9丁目2番地287 852 ニチレキ㈱釧路営業所 白糠郡白糠町庶路甲区６－６１８288 853 第一法規㈱ 東京都港区南青山2丁目11番17号289 856 一般財団法人　経済調査会　北海道支部 札幌市中央区北1条西3丁目2番地290 860 ㈱オオタメディカル 帯広市西22条南3丁目34番地1291 864 ㈱ホクセツ 札幌市中央区北7条西15丁目28番11号292 865 ㈱ゼンリン旭川営業所 旭川市3条通9丁目710番地293 866 ワタキューセイモア㈱北海道支店 小樽市新光5丁目13番3号294 869 浅野環境ソリューション㈱北海道営業所 札幌市中央区北1条西2丁目9番地295 870 パナソニックシステムネットワークス㈱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296 871 日清医療食品株式会社北海道支店 札幌市中央区北３条西４丁目１－１297 876 北海道運搬機㈱帯広支店 河西郡芽室町東芽室基線7番26号298 879 ㈱加藤家具店 帯広市西２条南４丁目１９番地３299 881 未来のアグリ㈱ 坂井郡春江町沖布目第38号3番地300 887 パークプランニング㈱ 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113301 892 忠類農業協同組合 中川郡幕別町忠類栄町259番地302 894 西富産機㈱ 帯広市西23条南1丁目57番地1303 895 ミドリ安全北海道㈱帯広営業所 帯広市西10条南28丁目7-1304 896 帯広日産自動車㈱幕別店 中川郡幕別町相川471番地305 897 ㈲杉本硝子店 中川郡幕別町札内新北町28番地の6306 898 ㈱オカモト 帯広市東4条南10丁目2番地307 900 東光印刷㈱ 中川郡幕別町錦町69番地の3308 904 ㈱エム・アイ・システム 札幌市東区本町一条１丁目１番２１号309 905 水ing㈱北海道支店 札幌市中央区北７条西15丁目28番11号310 907 ㈱山正 帯広市東1条南10丁目12番地1311 908 ㈱ぎじろくセンター東京営業所 中央区日本橋小舟町9番3号312 910 キヤノンシステムアンドサポート㈱北海道東営業部帯広営業所 帯広市西3条南9丁目2313 911 東北海道日野自動車㈱帯広支店 帯広市西19条北1丁目7番6号314 912 日立キャピタル㈱ 港区西新橋１丁目３番１号315 913 ㈱イビソク札幌営業所 札幌市中央区南四条西13丁目1番35号316 914 ㈱ＧＩＳ北海道 札幌市中央区南7条西1丁目73番地317 915 ㈱北海道朝日航洋釧路支店 釧路市北大通11丁目1番2号318 919 東和E＆C㈱ 札幌市東区北24条東15丁目4番10号319 926 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 江東区豊洲３丁目３番3号320 929 ㈱ポータス 釧路市鳥取南５丁目１２番５号321 934 ㈱ムラカミ 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号322 939 ㈱恵和ビジネス 札幌市中央区南2条西12丁目324番1号323 942 北海道オリオン㈱ 札幌市白石区本通18丁目北3番66号324 945 フルテック㈱帯広営業所 帯広市白樺16条西20丁目7番地325 949 マルハチ清掃㈱ 帯広市西21条北1丁目3番20号326 950 マルハチ軽金属㈱ 帯広市西21条北1丁目3番20号327 952 太平ビルサービス㈱帯広営業所 帯広市西4条南3丁目8番地2328 954 ㈱三ッ輪商会帯広支店 帯広市西7条南16丁目12番地329 959 ㈱シミズシステム＆サービス 釧路市新富士町5丁目3番28号330 962 トヨタカローラ帯広㈱ 帯広市大通南2丁目1番地331 963 株式会社ノア 札幌市中央区南一条西7丁目16番地2332 964 釧路トヨタ自動車㈱帯広支店 帯広市東2条南10丁目20番地333 967 ホームプラザ 中川郡幕別町札内共栄町25番地1334 969 宮本機械㈱ 帯広市西2条南5丁目3番地335 972 ㈱十勝マイクロ 帯広市東4条南13丁目19番地336 973 道東農研㈱ 帯広市東10条南9丁目1番地6337 976 ㈱ウィネット 帯広市西５条南９丁目２番地１６338 978 ㈱北海道クオン 札幌市中央区北2条西13丁目1番地1339 979 一般社団法人日本家族計画協会 新宿区市谷田町1丁目10番地340 981 ㈲菊屋楽器店 帯広市東3条南13丁目1341 986 ワイコム㈱ 札幌市中央区北1条西7丁目3番地342 989 アトラス情報サービス㈱　北海道事業所 札幌市中央区大通西９丁目３番地３３343 992 ㈱プロコム北海道 帯広市西５条南9丁目2番地15344 993 加藤建設㈱ 中川郡幕別町忠類白銀町200番地345 996 ㈱西原環境北海道支店 札幌市東区北6条東3丁目3番地1346 997 テスコ㈱ 千代田区西神田1丁目4番5号347 998 ㈱ヒューエンス 勇払郡占冠村字中央47番地38号348 999 日本マーキング㈱ 札幌市手稲区西宮の沢二条2丁目2番30号349 1000 ㈱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350 1001 三菱電機インフォメーションシステムズ㈱ＩＴプロダクト営業部 港区芝浦4-13-23



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【物品購入・物品賃貸借・買入】受理番号 資格者名 所在地351 1003 都築電気㈱北海道支店 札幌市中央区南１条東1丁目３番地352 1004 ㈱つうけんアクト 札幌市厚別区下野幌テクノパーク２丁目３番１号353 1005 三菱電機ビルテクノサービス㈱北海道支社 札幌市中央区北3条西4丁目1番1号354 1007 大成機工㈱北海道営業所 札幌市中央区北2条西2丁目41番地355 1013 共和化工㈱札幌支店 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号356 1016 ㈱北海道山有帯広支店 帯広市富士町472番地5357 1017 ㈱美唄未来開発センター 美唄市茶志内726番2358 1019 北海道管材㈱ 札幌市北区新川４条４丁目１番40号359 1023 ㈱二二商会 札幌市手稲区曙１条２丁目２番37号360 1024 ㈱日本除雪機製作所 札幌市手稲区曙五条5丁目1番10号361 1031 エア・ウォーター・ハローサポート㈱帯広営業所 帯広市西22条南1丁目3番地362 1035 ㈲吉田時計店 中川郡幕別町錦町15番地363 1036 十勝三菱自動車販売㈱ 帯広市西16条北1丁目21番5364 1037 アズビル金門㈱釧路営業所 釧路市暁町12番39365 1038 ㈱ディーソル北海道営業所 札幌市中央区北二条西2丁目34番地366 1039 長谷川防災㈱ 帯広市西八条南16丁目1番地1367 1040 帯広ユアサ電池販売㈱ 帯広市西1条南3丁目12番地2368 1041 渋谷醸造㈱ 中川郡本別町共栄14番地3369 1042 明和工業㈱北海道営業所 江別市弥生町21-13370 1043 東京美装北海道㈱帯広営業所 帯広市西3条南9丁目2371 1044 ㈱ウェルクル札幌支店 札幌市中央区大通西9丁目3-33372 1046 ㈱東北海道第一興商 帯広市西２条南６丁目６番地１373 1047 ㈱日立ソリューションズ東日本　北海道ソリューション営業部 札幌市中央区北２条西４丁目1番地374 1048 ㈱アシストワンエナジー 札幌市中央区北四条西2丁目1-1375 1051 東邦薬品(株)帯広営業所 帯広市西23条南３丁目２７番地５376 1053 シモトリ電気 中川郡幕別町忠類本町17-17377 1055 荏原商事㈱北海道支店 札幌市中央区北4条東2丁目8番2号378 1056 ㈱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379 1057 ㈱明電エンジニアリング北海道支店 札幌市東区北13条東６丁目１番23号380 1058 富士通ソーシャルライフシステムズ㈱第一営業部 港区浜松町2-4-1381 1060 ㈱トーハン図書館事業部 新宿区東五軒町6番24号382 1061 日通商事㈱札幌支店 札幌市中央区北三条西16丁目1番地9383 1063 ワールドウォーターバック㈱ 大阪市東住吉区今川1丁目6番23号384 1065 太田電機㈱ 帯広市西18条北1丁目17番地33385 1066 ㈱ナガワ帯広営業所 河東郡音更町字音更西2線17番1号386 1067 カンエイ実業㈱帯広営業所 帯広市東9条南7丁目2番地387 1068 広尾大同印刷㈱ 広尾郡広尾町丸山通北2丁目23番地388 1069 リコージャパン㈱北海道支社公共営業部 札幌市北区北七条西2丁目8番地1389 1072 ㈱ティワイネット 帯広市東1条南26丁目11番地390 1075 アースサポート㈱ 渋谷区本町１丁目４番１４号391 1079 十勝事務機販売㈱ 帯広市西19条南1丁目4番地20392 1080 シンレキ工業㈱北海道事業所 岩見沢市栗沢町由良244番地18393 1081 富士ゼロックス北海道㈱第三営業統括部 札幌市中央区大通西6丁目1番地394 1085 幕別町農業協同組合 幕別町本町45番地395 1086 フジ警備㈲ 中川郡幕別町札内桜町98番地4396 10005 アートシステム㈱帯広支店 帯広市西20条南6丁目3番地20397 10012 PFU北海道㈱ 札幌市中央区北３条西２丁目10番地２
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