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平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【業務委託】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 3 ㈱不動産評価コンサルタント 帯広市西6条南14丁目2番地3 7 北王コンサルタント㈱ 帯広市西7条北1丁目11番地4 8 株式会社北洋清掃社 帯広市西24条北2丁目5番地３７5 18 ㈱モロオ帯広営業所 帯広市大通南22丁目46 20 ㈱三島組 中川郡幕別町忠類白銀町158番地7 21 大東工業㈱ 中川郡幕別町字千住397番地888 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9 23 ㈲道東環境 中川郡幕別町札内共栄町175番地の610 24 札内緑地㈱ 中川郡幕別町札内西町91番地711 25 ㈱アドプリント 帯広市東3条南8丁目1712 40 エイシン運輸有限会社 中川郡幕別町旭町107番地３13 50 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14 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7315 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16 62 ㈱北洋防災工業所 帯広市西17条北2丁目19番5号17 65 ㈱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2418 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19 78 ㈲斉藤砂利工業 中川郡幕別町字軍岡12番地20 79 幕別町森林組合 中川郡幕別町宝町53番地121 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　22 85 佐伯興産工業㈲ 中川郡幕別町札内文京町33番地の12823 89 ㈲岩野商事 中川郡幕別町札内みずほ町326番地2924 94 ソーゴー印刷㈱ 帯広市西16条北1丁目25番地25 98 サンテクノ㈱ 帯広市西二十三条北26 117 ㈱DISPO 帯広市西20条北4丁目2番地27 120 アビックラボ㈱ 札幌市豊平区平岸3条9丁目4番1号28 123 坂本工建㈱ 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地29 125 ㈱アース総研 札幌市白石区菊水元町8条3丁目4番23号30 129 ㈲広尾衛生社 広尾郡広尾町西1条2丁目7番地31 133 ヤスダリネンサプライ（株） 広尾郡大樹町字下大樹199番地332 136 太平電気㈱ 帯広市西16条南6丁目42番2033 151 ＡＬＳＯＫ北海道㈱ 札幌市北区北七条西４丁目３番地１34 156 ㈱更別企業 河西郡更別村字更別南2線92番地1035 157 ㈲クリーン・ケアシステム 帯広市西16条南5丁目38-436 160 ㈱サポートシステム 釧路市駒場町３番７号37 165 ㈲ヨシダ造園 中川郡幕別町字相川471番地の238 170 ㈱オーレンス 野付郡別海町別海旭町48番地139 176 北勝ビル管材㈱ 河東郡音更町東通12丁目4番地40 186 ㈱HBA 札幌市中央区北4条西7丁目1番地841 189 日本カルミック㈱ 千代田区九段南1丁目5番10号42 190 株式会社クラーク総合通商 千歳市本町1丁目1番地143 191 ㈲大樹清掃社 広尾郡大樹町柏木町11番地1544 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45 196 ㈱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746 198 ㈱ＴＫＣ 宇都宮氏鶴田町１７５８番地47 199 ㈱ケイセイ 帯広市東5条南7丁目1番地348 203 北設㈱帯広事務所 帯広市西11条北4丁目1-149 212 ジェイアクア㈱ 札幌市南区澄川5条4丁目2番18号50 214 ㈲阿部通信システム 帯広市西22条南4丁目33番地651 215 ㈱ベネフィット 帯広市西３条南３２丁目２４番２２号52 216 いけだ清掃株式会社 中川郡池田町字清見258番地53 226 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154 227 ㈲パーソン 帯広市東4条南17丁目19番地55 237 ㈱ニチイ学館 千代田区神田駿河台2丁目9番地56 247 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5-257 253 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２58 256 ㈱会議録研究所 新宿区市谷八幡町16番地59 257 ㈱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1660 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61 259 ㈱ノア・ビルサービス 帯広市西11条南18丁目1番地62 266 特定非営利活動法人コブシ会　 帯広市西12条北1丁目11番地163 269 幕別企業協同組合 幕別町字相川576番地の164 276 大和産業㈱ 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号65 278 日本衛生㈱道東支店帯広営業所 帯広市東五条南6丁目1番地466 280 ㈱ベルックス 札幌市中央区北5条西12丁目2番地67 282 日本通運㈱帯広支店 帯広市西20条南1丁目1番地10号68 288 ㈱M・I・C 苫小牧市新中野町3丁目1番12号69 293 ヤマハサウンドシステム㈱ 中央区日本橋箱崎町41-1270 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42



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【業務委託】受理番号 資格者名 所在地71 295 ㈱河合楽器製作所帯広店 帯広市西19条南３丁目４－1272 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4473 297 ㈱アスコ大東札幌支店 札幌市北区北十条西四丁目1-1974 298 札幌施設管理株式会社 札幌市白石区南郷通14丁目北3番37号75 300 ㈱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76 330 鈴蘭ビルサービス㈱ 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地77 334 ㈱池下電設 札幌市豊平区月寒東2条7丁目14番1号78 338 ㈱ウチダ電商 札幌市白石区本郷通4丁目南2番6号79 339 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780 342 新栄クリエイト㈱ 札幌市中央区北8条西20丁目2番15号81 345 技販工業㈱ 札幌市北区新琴似12条1丁目2番8号82 347 ㈱ノヴェロ帯広支社 帯広市西7条南22丁目8番地83 353 ㈱東洋食品 台東区東上野1丁目14-484 357 ㈲サンポウ物流 苫小牧市表町１丁目４番５号85 367 ㈲タクトビル 中川郡幕別町本町120番地の386 369 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587 371 ㈱帯広旭楽器商会 帯広市西7条南17丁目11番地788 377 ㈱東芝北海道支社 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号89 396 ㈱帝国データバンク帯広支店 帯広市大通南9丁目490 397 システムバンク㈱ 札幌市中央区大通西８丁目２番地91 398 北海道富士電機㈱ 札幌市中央区大通東7丁目1番地11892 402 ㈱ほくやく帯広支店 帯広市西11条北4丁目1番地693 403 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94 404 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95 405 ㈱笹原商産 中川郡幕別町錦町65番地96 410 ㈱データベース 札幌市北区北7条西5丁目8番5号97 415 フジ防災㈱ 帯広市東13条南4丁目5番地98 417 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99 426 ㈱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100 427 ㈱十勝環境整備 中川郡幕別町札内新北町197番地の32101 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3102 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103 440 ㈱環境科学研究所 函館市西桔梗町28番地の1104 440 ㈱環境科学研究所 函館市西桔梗町28番地の1105 444 （有）八恵清掃社 河東郡音更町緑陽台南区８番地106 448 ㈱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107 450 ㈱ＨＤＣ 札幌市中央区南1条西10丁目2番地　108 455 ㈱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4-3-203109 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2-18110 459 フジ地中情報㈱北海道支店 札幌市白石区菊水元町2条3丁目4番18号111 469 ㈱ムサシ札幌支店 札幌市北区北12条西3丁目1番地15号112 470 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113 471 ㈱ぎょうせい北海道支社 札幌市中央区北５条西6丁目２－２114 475 北電総合設計㈱ 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1115 479 ㈱環境テクノス 釧路市白金町19番8号116 481 ㈱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6117 482 ㈱アイエス 帯広市西11条南34丁目7番地１118 486 ㈱総合エージェンシー 帯広市東2条南4丁目3番地4119 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９－１２120 495 ㈱奥原商会 帯広市西20条北1丁目3番30号121 500 日本電気㈱北海道支社 札幌市中央区大通西4丁目1122 501 北海道日興通信㈱帯広営業所 帯広市西3条南10丁目123 503 ㈱ウィンクリン 帯広市西23条北4丁目6番地5124 506 東洋通工㈱ 帯広市西15条南10丁目1番地125 508 ㈱北海道エコシス 帯広市西24条北4丁目5番地の4126 509 有限会社ワン・エックス 帯広市西２条北2丁目17番地１127 510 株式会社ヒット 帯広市西２条北２丁目17番地１128 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129 514 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130 516 ㈱セラビ 札幌市東区本町1条9丁目2番4号131 519 ㈱管研 札幌市手稲区新発寒7条1丁目1番26号132 525 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３－５０133 526 ㈲森本商会 中川郡幕別町忠類幸町１７番地134 527 クリーン開発㈱ 帯広市西23条北1丁目1番16号135 528 佐山建設工業㈱ 中川郡幕別町字明野214番地の2136 529 佐山砕石総合プラント㈲ 中川郡幕別町字明野214番地の1137 530 ㈲メンテック 河東郡音更町中鈴蘭南６丁目４番地11138 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139 534 ㈲幕別清掃 中川郡幕別町字五位335番地140 540 ㈱吉岡経営センター 札幌市中央区北六条西24丁目1番30



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【業務委託】受理番号 資格者名 所在地141 542 北海道拓殖バス㈱ 河東郡音更町然別北5線西37番地142 546 ㈱ズコーシャ 帯広市西18条北1丁目17番地　143 548 ㈱半田美装帯広支店 帯広市東１条南１３丁目１８番地144 552 ㈱エイチ・アイ・ディ 札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２145 553 南十勝貨物自動車（有） 中川郡幕別町忠類栄町３７２番地９146 555 エヌ・エス（株）北見営業所 北見市東相内町２２４番地147 560 大玄工業㈱ 帯広市西19条南1丁目7番地33148 564 環境クリエイト㈱ 札幌市東区北20条東2丁目2番32号149 573 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150 580 ㈱ヤマト商会 帯広市東10条南7丁目1番地15151 585 ㈱高木美装 中川郡幕別町札内西町91番地4152 593 ダスキンオビヒロ㈱ 帯広市西22条南4丁目35番地153 594 ㈱データ管理 帯広市西12条北5丁目4番地49154 597 ㈱十勝電設 中川郡幕別町宝町85番地155 600 ㈱カンキョウ 上川郡新得町字新得東1線32番地8156 605 ㈱エスクリーン 広尾郡大樹町字大樹176番地39157 607 ㈱テクノス北海道 旭川市忠和4条7丁目4番10号158 609 安全センター㈱ 札幌市中央区北８条西２６丁目３番３号159 611 ㈱森砂利工業 中川郡幕別町忠類幸町380番地１４160 619 ㈱JECC営業本部 千代田区丸の内３丁目４番１号161 622 ㈱ニサカ 旭川市8条通9丁目左6号162 624 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52163 634 ㈱サーベイリサーチセンター 荒川区西日暮里2丁目40番10号164 636 道興建設㈱ 札幌市南区川沿17条2丁目2番8号165 639 ㈱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166 642 ㈲タナベ 帯広市西23条北4丁目1番地2167 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168 647 ㈱曽我 帯広市西15条南28丁目1-8169 650 ㈱成井 帯広市東10条南6丁目5番地1170 651 ㈱登寿ホールディングス 帯広市西四条南９丁目１番地4171 658 ㈱ＮＥＲＣ 札幌市中央区北4条西16丁目1番地172 661 ㈱鈴木商会 札幌市中央区北4条西4丁目1番地173 662 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174 664 セコム㈱ 渋谷区神宮前1丁目5番1号175 667 国土情報開発㈱ 世田谷区池尻2丁目7番3号176 668 扶桑電通㈱北海道支店 札幌市中央区北1条東1丁目6番5177 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178 678 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179 682 ㈲昌和運行社 中川郡幕別町字五位335番地180 684 北海道道路保全㈱ 帯広市西23条北1丁目1番16号181 702 ㈲マイルド 中川郡幕別町札内新北町76番地4182 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183 705 特定非営利活動法人まくべつ町民芸術劇場 中川郡幕別町字千住180番地の1184 709 ㈱パスコ札幌支店 札幌市中央区南7条1丁目13番地73185 712 大丸㈱道東支店 帯広市西19条南1丁目4番地22186 714 北海道地図㈱帯広支店 帯広市西２条南11丁目１-２187 717 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 港区海岸三丁目２０番20号188 724 東洋印刷㈱ 帯広市西10条南9丁目7番地189 727 ㈱創和　札幌支社 札幌市白石区東札幌１条４丁目３－１０190 730 ㈱小林舞台システム 恵庭市戸磯76番地26191 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192 742 一成技建㈲ 中川郡幕別町緑町50番地193 745 ㈱ウォー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11194 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3F195 748 新日本有限責任監査法人　札幌事務所 札幌市中央区北１条西４丁目1-2196 750 ㈲錦産業 幕別町札内春日町93番地14197 751 北原通信㈱ 帯広市東9条南14丁目2番地198 757 バイオマスリサーチ㈱ 帯広市東２条南４丁目10番地199 760 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200 763 ㈱通電技術 札幌市白石区平和通２丁目北11番20号201 767 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202 776 ㈲小川防災工業 帯広市西9条南25丁目44番地203 778 ㈲幕別設備工業 中川郡幕別町字相川576番地の1204 779 タカギ商会 帯広市西13条南14丁目2番地3205 783 帝国セキュリティ㈱帯広支社 帯広市大通南13丁目5番地206 784 ㈱東洋実業帯広営業所 帯広市西６条南６丁目３番地207 785 ㈱道東オーテック 帯広市西12条南12丁目4番地208 787 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209 789 ㈱総合防災 帯広市西11条南2丁目3番地210 792 ㈱ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市中央区大通西14丁目7番地　



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【業務委託】受理番号 資格者名 所在地211 799 ㈱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212 803 トッパン・フォームズ㈱帯広営業所 帯広市大通南9丁目4213 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269214 812 ㈱マテック 帯広市西21条北1丁目3番20号215 813 ㈱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番2号216 817 日本コムテック㈱ 札幌市中央区南8条西13丁目3番60号217 820 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218 823 ㈱キロコ電気 帯広市新町西9丁目2番地219 832 上光施設工業㈱ 帯広市西17条南3丁目46番19号220 837 ㈲ナガオグリーン 上川郡新得町西3条南4丁目35221 838 ㈲札内清掃センター 中川郡幕別町札内青葉町308番地222 842 永光建設㈱ 帯広市西20条北2丁目28番地21223 843 ナカムラ技建㈱ 中川郡幕別町札内中央町532番地224 844 ㈲菅設備 中川郡幕別町札内中央町319番地36225 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226 846 ㈱旭川振興公社 旭川市６条通９丁目４６番地227 848 ㈱高田東洋堂 帯広市西5条南12丁目6番地１228 850 ㈱ビルシステムズ 帯広市西18条南3丁目36番4号229 853 第一法規㈱ 東京都港区南青山2丁目11番17号230 856 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231 858 ㈱インタラック北日本札幌支店 札幌市中央区南２条西７丁目４番地１232 864 ㈱ホクセツ 札幌市中央区北7条西15丁目28番11号233 865 ㈱ゼンリン旭川営業所 旭川市3条通9丁目710番地234 866 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235 869 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236 870 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237 871 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１－１238 875 ㈲原工業 中川郡幕別町字相川576番地239 877 北海道東急ビルマネジメント㈱ 札幌市中央区宮の森二条1丁目7番地2240 883 ㈲國澤木材 帯広市西20条南３丁目２６番地１５号241 884 井原林産㈱ 帯広市東３条南6丁目19番地242 885 ㈲南十勝衛生社 広尾郡大樹町下大樹62番地の4243 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113244 889 ㈲十勝清掃管理センター 帯広市東11条南9丁目1番地245 890 帯広ビル管理㈱ 帯広市大通南15丁目19番地246 894 西富産機㈱ 帯広市西23条南1丁目57番地1247 903 鹿島環境エンジニアリング㈱北海道支店 砂川市豊沼町1番地248 904 ㈱エム・アイ・システム 札幌市東区本町一条１丁目１番２１号249 905 水ing㈱北海道支店 札幌市中央区北７条西15丁目28番11号250 906 イーアイテクノ㈱ 釧路市旭町17番12号251 908 ㈱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252 909 一般社団法人　火葬研 千代田区神田錦町2‐5‐9253 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254 914 ㈱ＧＩＳ北海道 札幌市中央区南7条西1丁目73番地255 915 ㈱北海道朝日航洋釧路支店 釧路市北大通11丁目1番2号256 919 東和E＆C㈱ 札幌市東区北24条東15丁目4番10号257 924 フジテック㈱北日本支社　北海道支店 札幌市中央区大通西8丁目258 926 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 江東区豊洲３丁目３番3号259 927 ＮＴＴソルコ＆北海道テレマート帯広営業所 帯広市西四条南5丁目1260 929 ㈱ポータス 釧路市鳥取南５丁目１２番５号261 932 野外科学㈱ 札幌市東区苗穂町12丁目2番39号262 938 ㈱ＬＥＯＣ 千代田区大手町1丁目1番号3号263 939 ㈱恵和ビジネス 札幌市中央区南2条西12丁目324番1号264 943 東洋ロードメンテナンス㈱ 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号265 945 フルテック㈱帯広営業所 帯広市白樺16条西20丁目7番地266 946 三和浄化㈱ 帯広市西17条北1丁目2番4号267 949 マルハチ清掃㈱ 帯広市西21条北1丁目3番20号268 950 マルハチ軽金属㈱ 帯広市西21条北1丁目3番20号269 952 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2270 955 ㈲音更環境管理センター 河東郡音更町緑陽台南区21番地5271 957 ㈱帯広公害防止技術センター 帯広市東8条南3丁目1番地272 961 ㈱農協観光帯広支店 帯広市西三条南7丁目14番地農協連ビル4階273 963 株式会社ノア 札幌市中央区南一条西7丁目16番地2274 973 道東農研㈱ 帯広市東10条南9丁目1番地6275 976 ㈱ウィネット 帯広市西５条南９丁目２番地１６276 980 ㈱データホライゾン東京本社 文京区後楽1丁目5-3277 982 北海道映像記録㈱ 札幌市中央区南8条西15丁目4番1号278 983 ㈲グリーン興業 中川郡幕別町字千住223番地2279 985 ㈲ミニット 札幌市西区発寒14条1丁目4-15280 986 ワイコム㈱ 札幌市中央区北1条西7丁目3番地



平成29年度　幕別町競争入札参加資格者名簿　【業務委託】受理番号 資格者名 所在地281 987 ㈱日本エム・アイ・エー 名古屋市千種区仲田２丁目１７番７号282 989 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３３283 990 ㈱五十嵐興業 中川郡幕別町忠類幸町104番地１284 991 ㈱道銀地域総合研究所 札幌市中央区大通西4丁目1番地285 992 ㈱プロコム北海道 帯広市西５条南9丁目2番地15286 993 加藤建設㈱ 中川郡幕別町忠類白銀町200番地287 995 忠類事業協同組合 中川郡幕別町忠類白銀町200番地288 996 ㈱西原環境北海道支店 札幌市東区北6条東3丁目3番地1289 997 テスコ㈱ 千代田区西神田1丁目4番5号290 998 ㈱ヒューエンス 勇払郡占冠村字中央47番地38号291 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292 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4-13-23293 1002 クマリフト㈱札幌営業所 札幌市白石区米里1条3丁目1番1号294 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295 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296 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297 1016 ㈱北海道山有帯広支店 帯広市富士町472番地5298 1017 ㈱美唄未来開発センター 美唄市茶志内726番2299 1022 ㈱エコニクス 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目2番14号300 1025 ㈱イオ北海道事務所 札幌市中央区北３条西１丁目１番地301 1026 北海道東急ビルマネジメント㈱帯広営業所 帯広市東1条南11丁目18番地3号302 1039 長谷川防災㈱ 帯広市西八条南16丁目1番地1303 1040 帯広ユアサ電池販売㈱ 帯広市西1条南3丁目12番地2304 1043 東京美装北海道㈱帯広営業所 帯広市西3条南9丁目2305 1044 ㈱ウェルクル札幌支店 札幌市中央区大通西9丁目3-33306 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307 1049 日本工営㈱札幌支店 札幌市中央区北5条西6丁目2番地308 1050 文化シヤッターサービス㈱北海道サービス支店 札幌市白石区南郷通16丁目北3-27309 1053 シモトリ電気 中川郡幕別町忠類本町17-17310 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311 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312 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313 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2-4-1314 1060 ㈱トーハン図書館事業部 新宿区東五軒町6番24号315 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316 1068 広尾大同印刷㈱ 広尾郡広尾町丸山通北2丁目23番地317 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1318 1072 ㈱ティワイネット 帯広市東1条南26丁目11番地319 1075 アースサポート㈱ 渋谷区本町１丁目４番１４号320 1077 ㈱アンビックス 札幌市中央区南1条西7丁目1番地2321 1078 ㈱ＪＴＢ北海道帯広支店 帯広市西二条南11丁目322 1079 十勝事務機販売㈱ 帯広市西19条南1丁目4番地20323 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324 1082 ㈱帯広公益社 帯広市大通南8丁目2番地325 1083 帯運観光㈱ 帯広市西二十条南1丁目14番地26326 1084 北斗タクシー㈲ 中川郡幕別町札内青葉町1番地の5327 1086 フジ警備㈲ 中川郡幕別町札内桜町98番地4328 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20329 10008 ㈱アルカディア 箕面市箕面６丁目３番１号330 10009 環境衛生工業㈱ 旭川市8条通9丁目左6号331 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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