
入札参加資格登録者名簿（物品･役務）

ID 所在地商号　又は　名称
1

キャノンメディカルファイナンス株式会社
ｷｬﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧｲﾅﾝｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 中央区日本橋人形町２丁目１４番１０号東京都

2
株式会社第一岸本臨床検査センター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀﾞｲｲﾁｷｼﾓﾄﾘﾝｼｮｳｹﾝｻｾﾝﾀｰ 札幌市東区伏古七条３丁目５番１０号北海道

3
株式会社札幌ニット
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｻｯﾎﾟﾛﾆｯﾄ 札幌市白石区本郷通４丁目南２番９号北海道

4
北海道日興通信株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾆｯｺｳﾂｳｼﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区大通東７丁目１２番地３３北海道

5
株式会社　札幌議録センター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｻｯﾎﾟﾛｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 札幌市中央区北三条西２丁目カミヤマビル北海道

6
函館熱水危機管理株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾈｯｽｲｷｷｶﾝﾘｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市山の手２丁目２６番５号北海道

7
パナソニックLSエンジニアリング株式会社
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大阪市中央区城見２丁目１番６１号大阪府

8
橋本電気工事株式会社
ﾊｼﾓﾄﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北十九条東１０丁目３番７号北海道

9
ナラサキ産業株式会社
ﾅﾗｻｷｻﾝｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北一条西７丁目１番地北海道

10
函館日産自動車株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市石川町６０番地北海道

11
極東サービス株式会社
ｷｮｸﾄｳｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 八千代市上高野１８２３番地の1千葉県

12
株式会社　大和速記情報センター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾔﾏﾄｿｯｷｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 東京都港区新橋５丁目１３番１号東京都

13
リコーリース株式会社
ﾘｺｰﾘｰｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東京都江東区東雲１丁目７番１２号

14
安全機器　株式会社
ｱﾝｾﾞﾝｷｷ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区本通６丁目北4-8北海道

15
株式会社　ＨＢＡ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ HBA 札幌市中央区北四条西７丁目１番地８北海道

16
株式会社　鈴木商会
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｽｽﾞｷｼｮｳｶｲ 札幌市中央区北四条西４丁目１番地北海道

17
株式会社　エイチ・アイ・ディー
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴｲﾁ･ｱｲ･ﾃﾞｨｰ 札幌市中央区北三条西２丁目１０番地２北海道

18
株式会社　アクトシステムズ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｸﾄｼｽﾃﾑｽﾞ 札幌市中央区北一条西２０丁目１番２７号井門

札幌Ｎ120ビル７階
北海道

19
有限会社　ヨコノ印刷所
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾖｺﾉｲﾝｻﾂｼﾞｮ 檜山郡江差町中歌町２５番地1北海道

20
株式会社　エイチ・ビー・シー・フレックス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴｲﾁ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ﾌﾚｯｸｽ 札幌市中央区南七条西１丁目１３番地73北海道

21
ベストフレンドショップ奥尻店
ﾍﾞｽﾄﾌﾚﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟｵｸｼﾘﾃﾝ 奥尻郡奥尻町奥尻759北海道

22
株式会社　帝国データバンク
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾃｲｺｸﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 東京都港区南青山２丁目５番２０号東京都

23
ファーストクラウド株式会社
ﾌｧｰｽﾄｸﾗｳﾄﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市上野町７番５４号北海道

24
株式会社　日本経営情報システム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆﾎﾝｹｲｴｲｼﾞｮｳﾎｳｼｽﾃﾑ 札幌市豊平区平岸二条５丁目２番１４号第５平

岸グランドビル
北海道

25
有限会社　奥尻総合サービス
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｵｸｼﾘｿｳｺﾞｳｻｰﾋﾞｽ 奥尻郡奥尻町奥尻４５６番地北海道

26
ユニオンデーターシステム株式会社
ﾕﾆｵﾝﾃﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区本郷通１３丁目南５番９号北海道

27
新栄クリエイト株式会社
ｼﾝｴｲｸﾘｴｲﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北八条西二十丁目二番十五号北海道

28
ＥＹ　新日本有限責任監査法人
EY ｼﾝﾆﾎﾝﾕｳｹﾞﾝｾｷﾆﾝｶﾝｻﾎｳｼﾞﾝ 千代田区有楽町一丁目一番地二東京都

29
ＪＦＥ環境サービス株式会社
JFEｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 横浜市鶴見区弁天町三番地神奈川県

30
株式会社　總北海
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｿｳﾎｯｶｲ 旭川市工業団地２条１丁目１番２３号北海道

31
北海道温泉ポンプ株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｵﾝｾﾝﾎﾟﾝﾌﾟｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市豊平区福住一条八丁目五番四号北海道
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32

株式会社　データ管理
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾃﾞｰﾀｶﾝﾘ 帯広市西十二条北五丁目四番地四十九北海道

33
相合法制株式会社
ｿｳｺﾞｳﾎｳｾｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区本通１０丁目南７番９号北海道

34
株式会社スズケン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｽﾞｹﾝ 名古屋市東区東片端町８番地愛知県

35
株式会社　ＪＥＣＣ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ JECC 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号東京都

36
北海道重建機工株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｼﾞｭｳｹﾝｷｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 北広島市大曲中央１丁目２番地６北海道

37
有限会社サンポウ物流
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬｻﾝﾎﾟｳﾌﾞﾂﾘｭｳ 苫小牧市表町１丁目４番５号北海道

38
株式会社　アース技研
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｰｽｷﾞｹﾝ 函館市赤川町３８５番地１４北海道

39
株式会社　ムトウ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾑﾄｳ 札幌市北区北十一条西四丁目一番一五号北海道

40
函館扶桑物産株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾌｿｳﾌﾞｯｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市北美原１丁目１１番２２号北海道

41
北海道川崎建機株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｶﾜｻｷｹﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 北広島市大曲中央１丁目２番地２北海道

42
三和航測株式会社
ｻﾝﾜｺｳｿｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 練馬区豊玉北６丁目１５番１４号東京都

43
株式会社　リアルグロウ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾘｱﾙｸﾞﾛｳ 函館市宮前町１１番１７号北海道

44
樺電工業株式会社
ｶﾊﾞﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市港町１丁目３２番３７号北海道

45
株式会社ＮＴＴ東日本-北海道
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬNTTﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ-ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 札幌市中央区大通西１４丁目７番地北海道

46
株式会社　ぎじろくセンター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷﾞｼﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 宇部市大字西岐波１５４０番地の１２山口県

47
アイ・ティ・エス株式会社
ｱｲ･ﾃｨ･ｴｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北五条西１２丁目２番地北海道

48
大橋資材株式会社
ｵｵﾊｼｼｻﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 小樽市長橋２丁目１０番１号北海道

49
キャノンメディカルシステムズ株式会社
ｷｬﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大田原市下石上１３８５番地栃木県

50
トキコシステムソリューションズ株式会社
ﾄｷｺｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 横浜市鶴見区鶴見中央３丁目９番２７号神奈川県

51
株式会社　オガワ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｵｶﾞﾜ 函館市田家町５番３４号北海道

52
株式会社　ほくやく
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｸﾔｸ 札幌市中央区北六条西１６丁目１番地５北海道

53
日本ニューホランド株式会社
ﾆﾎﾝﾆｭｰﾎﾗﾝﾄﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北一条西１３丁目４番地北海道

54
株式会社　クリタス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾘﾀｽ 豊島区南池袋１丁目１１番２２号東京都

55
愛知時計電機株式会社
ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号愛知県

56
株式会社　Ｍ・Ｉ・Ｃ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ M･I･C 苫小牧市新中野町３丁目１番１２号カワバタビ

ル2Ｆ
北海道

57
株式会社　会議録センター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶｲｷﾞﾛｸｾﾝﾀｰ 鴻巣市鎌塚１丁目４番１２号埼玉県

58
株式会社　創和
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｿｳﾜ 江戸川区篠崎町３丁目３３番８号東京都

59
三浦工業株式会社
ﾐｳﾗｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 松山市堀江町７番地愛媛県

60
株式会社　昭和空調サービス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼｮｳﾜｸｳﾁｮｳｻｰﾋﾞｽ 函館市亀田港町３７番１９号北海道

61
コマツカスタマーサポート株式会社
ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区白金１丁目１７番３号東京都

62
株式会社　江差モーター商会
ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ｴｻｼﾓｰﾀｰｼｮｳｶｲ 檜山郡江差町中歌町７９番地北海道

63
システムサービス株式会社
ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区菊水九条３丁目２番３１号北海道

64
太陽興産株式会社
ﾀｲﾖｳｺｳｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 北見市西三輪７丁目７０９番地８北海道
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65

函館度量衡株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾄﾞﾘｮｳｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市末広町１０番１６号北海道

66
北電総合設計株式会社
ﾎｸﾃﾞﾝｿｳｺﾞｳｾｯｹｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北一条東３丁目１番地１北電興

業ビル
北海道

67
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 台東区東上野５丁目２４番８号東京都

68
丸茂電機株式会社
ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区神田須田町１丁目２４番地東京都

69
函館スズキ販売株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃｽｽﾞｷﾊﾝﾊﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市亀田本町３７番６号北海道

70
株式会社ＧＩＳ北海道
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬGISﾎｯｶｲﾄﾞｳ 札幌市中央区南七条西１丁目７３番地北海道

71
テスコ株式会社
ﾃｽｺｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区西神田一丁目四番五号東京都

72
株式会社サンメディック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸ 北斗市七重浜２丁目３２番３４号北海道

73
昇寿チャート株式会社
ｼｮｳｼﾞｭﾁｬｰﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 台東区台東３丁目１６番３号東京都

74
株式会社　本間ファシリティーズ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎﾝﾏﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞｰｽﾞ 函館市北美原２丁目１２番１５号北海道

75
札幌臨床検査センター株式会社
ｻｯﾎﾟﾛﾘﾝｼｮｳｹﾝｻｾﾝﾀｰｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 札幌市中央区北五条西１８丁目９番地１北海道

76
株式会社　越森石油電気商会
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｼﾓﾘｾｷﾕﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 奥尻郡奥尻町奥尻７４１番地北海道

77
株式会社　つうけんアクティブ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾂｳｹﾝｱｸﾃｨﾌﾞ 札幌市中央区南二十条西１０丁目３番５号北海道

78
野外科学株式会社
ﾔｶﾞｲｶｶﾞｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区苗穂町１２丁目２番３９号北海道

79
タナカ冷機工業株式会社
ﾀﾅｶﾚｲｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市西桔梗町８５７番地５北海道

80
北興通信　株式会社
ﾎｯｺｳﾂｳｼﾝ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市桔梗４丁目４番１６号北海道

81
株式会社　大歩
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾌﾞ 函館市港町３丁目５番１９号北海道

82
株式会社　ツムラ札幌
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾂﾑﾗｻｯﾎﾟﾛ 札幌市白石区平和通１０丁目北１１番７号北海道

83
株式会社　日本エィ・アィ・ティ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆﾎﾝｴｨ･ｱｨ･ﾃｨ 札幌市北区北二十五条西１７丁目６－１１北海道

84
有限会社　しのぐ屋
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｼﾉｸﾞﾔ 函館市富岡町３丁目２７番３号北海道

85
北海道ジェネリック株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｼﾞｪﾈﾘｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北十条西２４丁目２番１５号北海道

86
大和産業株式会社
ﾔﾏﾄｻﾝｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市北区東茨戸一条一丁目三番二八号北海道

87
有限会社　中川清掃社
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾅｶｶﾞﾜｾｲｿｳｼｬ 檜山郡江差町上野町３４番地北海道

88
株式会社ヤマハミュージックリテイリング
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 東京都港区高輪２丁目１７番１１号東京

89
クリーン商事株式会社
ｸﾘｰﾝｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市中道２丁目４５番２４号北海道

90
ヒラキスポーツ
ﾋﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 奥尻郡奥尻町奥尻265北海道

91
北海道地図株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 旭川市台場１条２丁目１番６号北海道

92
三和防災株式会社
ｻﾝﾜﾎﾞｳｻｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市西桔梗町８５０番地78北海道

93
北海道三菱電機販売株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾊﾝﾊﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北二十四条東２丁目５番１５号北海道

94
環境コンサルタント　株式会社
ｶﾝｷｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 釧路市錦町５丁目３番地北海道

95
東芝インフラシステムズ　株式会社
ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 川崎市幸区堀川町７２番地３４神奈川

96
東和薬品株式会社
ﾄｳﾜﾔｸﾋﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 門真市新橋町２番１１号大阪府

97
株式会社　ウェルクル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｳｪﾙｸﾙ 大阪市中央区北浜３丁目１番６号サン北浜ビ

ル4Ｆ
大阪府
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98

凸版印刷株式会社
ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 台東区台東1丁目5番1号東京都

99
函館酸素株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃｻﾝｿｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市浅野町１番３号北海道

100
株式会社　小林舞台システム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺﾊﾞﾔｼﾌﾞﾀｲｼｽﾃﾑ 恵庭市戸磯７６番地２６北海道

101
有限会社　松田龍雲堂
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾏﾂﾀﾞﾘｭｳｸﾓﾄﾞｳ 茅部郡森町森川町２８３番地北海道

102
中央コンピューターサービス株式会社
ﾁｭｳｵｳｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 標津郡中標津町北町２丁目２２番地北海道

103
株式会社　河合楽器製作所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾜｲｶﾞｯｷｾｲｻｸｼﾞｮ 浜松市中区寺島町２００番地静岡県

104
龍文堂印刷株式会社
ﾘｭｳﾌﾞﾝﾄﾞｳｲﾝｻﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市日乃出町２８番２号北海道

105
税理士法人　さくら総合会計
ｾﾞｲﾘｼﾎｳｼﾞﾝ ｻｸﾗｿｳｺﾞｳｶｲｹｲ 札幌市中央区南四条東４丁目２番地１北海道

106
北海航測株式会社
ﾎｯｶｲｺｳｿｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北三条西１７丁目３番地３６北海道

107
函館環境衛生株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市金堀町５番２３号北海道

108
共和化工株式会社
ｷｮｳﾜｶｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 品川区西五反田７丁目２５番１９号東京都

109
株式会社　ぎょうせい
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷﾞｮｳｾｲ 江東区新木場１丁目１８－１１東京都

110
株式会社　長門出版社
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾅｶﾞﾄｼｭｯﾊﾟﾝｼｬ 函館市日乃出町１１番１３号北海道

111
北海道総合通信網株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｿｳｺﾞｳﾂｳｼﾝﾓｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北一条東２丁目５番３北海道

112
日立建機日本株式会社
ﾋﾀﾁｹﾝｷﾆｯﾎﾟﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 草加市弁天５丁目３３番２５号埼玉県

113
富士産業株式会社
ﾌｼﾞｻﾝｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区新橋5-32-7Ｆ1ビル東京都

114
有限会社　万年屋書店
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾏﾝﾈﾝﾔｼｮﾃﾝ 檜山郡江差町中歌町１６番地北海道

115
有限会社　奥尻電化センター
ﾕｳｹﾞﾝｶｲｼｬ ｵｸｼﾘﾃﾞﾝｶｾﾝﾀｰ 奥尻町字奥尻４２９番地奥尻

116
株式会社　馬場本商店
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊﾞﾊﾞﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 函館市西桔梗町１１２番地の２北海道

117
株式会社　ケイソ―
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｹｲｿｰ 函館市山の手１丁目３３番２０号北海道

118
株式会社　フジマック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾌｼﾞﾏｯｸ 港区新橋５丁目１４番５号東京都

119
アジア航測株式会社
ｱｼﾞｱｺｳｿｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 新宿区西新宿６丁目１４番１号　新宿グリーン

タワービル
東京都

120
水ingエンジニアリング株式会社
ｽｲingｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区港南一丁目七番一八号東京都

121
環境クリエイト株式会社
ｶﾝｷｮｳｸﾘｴｲﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北二十条東２丁目２番３２号北海道

122
富士電機株式会社
ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 品川区大崎１丁目１１番地２東京都

123
函館日野自動車株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 北斗市萩野３３番地の２北海道

124
株式会社　桧山資源リサイクル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾋﾔﾏｼｹﾞﾝﾘｻｲｸﾙ 檜山郡厚沢部町松園町８番地の１９北海道

125
株式会社　セラビ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｾﾗﾋﾞ 札幌市東区本町一条９丁目２番４号北海道

126
株式会社ＴＫＣ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬTKC 宇都宮市鶴田町１７５８番地栃木県

127
株式会社　明上石油店
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｶｳｴｾｷﾕﾃﾝ 奥尻郡奥尻町青苗242-12北海道

128
株式会社　マテック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾏﾃｯｸ 帯広市西二十一条北１丁目３番２０号北海道

129
株式会社札幌トランジスター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｻｯﾎﾟﾛﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ 札幌市中央区北五条西２１丁目４番１２号北海道

130
一級建築士事務所　株式会社ビッグウォーク
ｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾋﾞｯｸﾞｳｫｰｸ 札幌市北区新琴似八条１丁目６２５番地エスカ

イア麻生2-313
北海道
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131

三菱電機ビルテクノサービス株式会社
ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区有楽町１丁目７番１号東京都

132
株式会社　富士通ゼネラル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ 川崎市高津区末長３丁目３番１７号神奈川県

133
函館インフォメーションネットワーク株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市本町７番２１号北海道

134
kioku株式会社
kiokuｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 江別市野幌若葉町６－１アイシティ若葉台Ａ

1407号室
北海道

135
一般財団法人北海道薬剤会公衆衛生検査センター
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾎｯｶｲﾄﾞｳﾔｸｻﾞｲｶｲｺｳｼｭｳｴｲｾｲｹﾝｻｾﾝﾀｰ 札幌市豊平区平岸一条８丁目６－６北海道

136
綜合警備保障株式会社
ｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区元赤坂１丁目６番６号東京都

137
シンレキ工業株式会社
ｼﾝﾚｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大田区蒲田５丁目３８－１東京都

138
株式会社　椿谷商会
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾂﾊﾞｷﾔｼｮｳｶｲ 函館市亀田町５番２５号北海道

139
アズビル金門　株式会社
ｱｽﾞﾋﾞﾙｷﾝﾓﾝ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 豊島区北大塚１丁目１４－３東京都

140
株式会社　北海道山有
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲﾄﾞｳｻﾝﾕｳ 札幌市清田区北野六条１丁目５番１号北海道

141
株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬHYSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 小平市御幸町３２番地東京都

142
有限会社　山田機械商会
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾔﾏﾀﾞｷｶｲｼｮｳｶｲ 檜山郡厚沢部町新町３６－１１北海道

143
株式会社　北海道朝日航洋
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲﾄﾞｳｱｻﾋｺｳﾖｳ 札幌市西区発寒八条１１丁目３番５０号北海道

144
北海道富士電機株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾌｼﾞﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区大通東七丁目一二番九北海道

145
セコム株式会社
ｾｺﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 渋谷区神宮前一丁目五番一号東京都

146
エス・ティ―ロジテック　株式会社
ｴｽ･ﾃｨｰﾛｼﾞﾃｯｸ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 檜山郡江差町中歌町１７４－１９北海道

147
株式会社　ビー・エム・エル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ｴﾙ 渋谷区千駄ヶ谷５丁目２１番３号東京都

148
株式会社　シン技術コンサル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙ 札幌市白石区栄通２丁目８番３０号北海道

149
東日本電信電話株式会社
ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 新宿区西新宿３丁目１９番２号東京都

150
富士通リース株式会社
ﾌｼﾞﾂｳﾘｰｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区神田練塀町３番地東京都

151
株式会社　アウル・ビジョン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｳﾙ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ 函館市若松町６番７号北海道

152
東和Ｅ＆Ｃ株式会社
ﾄｳﾜEｱﾝﾄﾞCｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北四十一条東８丁目２番２５号北海道

153
株式会社データベース
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 札幌市北区北七条西５丁目８番５号北海道

154
有限会社　三和印刷
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｻﾝﾜｲﾝｻﾂ 函館市海岸町８番１１号北海道

155
日本マーキング株式会社
ﾆﾎﾝﾏｰｷﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市手稲区西宮の沢二条２丁目２番３０号北海道

156
凸版印刷株式会社
ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 台東区台東１丁目５番１号東京都

157
ホシザキ北海道株式会社
ﾎｼｻﾞｷﾎｯｶｲﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区菊水一条４丁目１番８号北海道

158
株式会社　ハンダ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊﾝﾀﾞ 函館市西桔梗町５８９番地１２４北海道

159
株式会社エコニクス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｴｺﾆｸｽｽ 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目２番

１４号
北海道

160
沖電気工業株式会社
ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区虎ノ門１丁目７番１２号東京都

161
株式会社日立ビルシステム
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 千代田区神田淡路町２丁目１０１番地東京都

162
株式会社　前澤エンジニアリングサービス北海道営業所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽﾎｯｶｲﾄﾞｳｴｲｷﾞｮｳｼｮ 川口市仲町５番１１号埼玉県

163
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 江東区豊洲豊洲３丁目３番３号東京都
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メタウォーター株式会社　
ﾒﾀｳｫｰﾀｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区神田須田町１丁目２５番地東京都

165
株式会社　常光
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾞｮｳｺｳ 文京区本郷３丁目１９番４号東京都

166
株式会社クラーク総合通商
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｸﾗｰｸｿｳｺﾞｳﾂｳｼｮｳ 千歳市本町１丁目１番地１北海道

167
日本工営株式会社
ﾆﾎﾝｺｳｴｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区九段北１丁目１４番６号東京都

168
東日本テクノ株式会社
ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾃｸﾉｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区大通西９丁目３番地３３北海道

169
北沢産業株式会社
ｷﾀｻﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 渋谷区東２丁目２３番１０号東京都

170
北海道いすず自動車株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区宮の森２条１丁目２番５５号北海道

171
有限会社　さとう印刷
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｻﾄｳｲﾝｻﾂ 函館市湯浜町５番１１号北海道

172
株式会社　北海道モリタ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾓﾘﾀ 札幌市東区苗穂町１３丁目２番１７号北海道

173
株式会社　通電技術
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾂｳﾃﾞﾝｷﾞｼﾞｭﾂ 札幌市白石区平和通２丁目北１１番２０号北海道

174
函館運搬機整備株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃｳﾝﾊﾟﾝｷｾｲﾋﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市昭和３丁目３２番１号北海道

175
株式会社　日水コン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｯｽｲｺﾝ 新宿区西新宿新宿スクエアタワー東京都

176
株式会社　モロオ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾛｵ 札幌市中央区北3条西15丁目1番地の50北海道

177
株式会社　西武建設運輸
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂｳﾝﾕ 函館市赤川町518番地3北海道

178
株式会社エスイーシー
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｴｽｲｰｼｰ 函館市末広町22番1号北海道

179
株式会社 Creekvit
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾘｰｸﾋﾞｯﾄ 札幌市中央区南六条西1丁目3番7号７Ｆ北海道

180
富士ゼロックスシステムサービス　株式会社
ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 板橋区坂下1丁目19番1号東京都

181
パナソニックシステムソリュージョンズ　ジャパン株式会
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼﾞｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 中央区銀座8丁目21番1号東京都

182
株式会社　トラスト技研
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄﾗｽﾄｷﾞｹﾝ 札幌市豊平区平岸一条13丁目4番1号北海道

183
株式会社　北海道クオン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲﾄﾞｳｸｵﾝ 札幌市中央区北二条西13丁目1番地50号北海道

184
エフエスシ―株式会社
ｴﾌｴｽｼｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市高盛町12番11号北海道

185
リコージャパン株式会社
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区芝3丁目8番2号東京都

186
アイ・エス・アイ興発株式会社
ｱｲ･ｴｽ･ｱｲｺｳﾊﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市桔梗3丁目14番1号北海道

187
ＮＴＴファイナンス株式会社
NTTﾌｧｲﾅﾝｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区港南1丁目2番70号東京都

188
株式会社日本防災技術センター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾆﾎﾝﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ 札幌市北区北１０条西４丁目１番地北海道

189
株式会社安川メカトレック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾔｽｶﾜﾒｶﾄﾚｯｸ 港区海岸１丁目１５番１号東京都

190
函館三協通信株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃｻﾝｷｮｳﾂｳｼﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市中道１丁目１４番１号北海道

191
株式会社　太洋
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｲﾖｳ 函館市北浜町１０番３４号北海道

192
株式会社データホライゾン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾃﾞｰﾀﾎﾗｲｿﾞﾝ 広島市西区草津新町１丁目２１番３５号広島ミ

クシス・ビル
広島県

193
新明和アクアテクサービス株式会社
ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 芦屋市打出町7-18兵庫県

194
株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 港区新橋６丁目１番１１号東京都

195
株式会社コーノ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺｰﾉ 函館市西桔梗町２１３番地の82北海道

196
株式会社トヨタレンタリース函館
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽﾊｺﾀﾞﾃ 函館市杉並町５番２０号北海道
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197

株式会社　環境科学研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 函館市西桔梗町２８番地の１北海道

198
大丸株式会社
ﾀﾞｲﾏﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区南一条西３丁目２北海道

199
タニコー株式会社
ﾀﾆｺｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 品川区戸越１丁目７番２０号東京都

200
株式会社　ニットメンテナンス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲｯﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ 札幌市白石区南郷通４丁目北４番２０号北海道

201
函館バス商会株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾊﾞｽｼｮｳｶｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市昭和３丁目３５番１８号北海道

202
ニチレキ株式会社
ﾆﾁﾚｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区九段北４丁目３番２９号東京都

203
株式会社　プリントハウス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾌﾟﾘﾝﾄﾊｳｽ 函館市日乃出町１８番１号北海道

204
日本キャタピラー合同会社
ﾆﾎﾝｷｬﾀﾋﾟﾗｰｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ 中野区本町１丁目３２番２号東京都

205
函館三菱ふそう自動車販売株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾐﾂﾋﾞｼﾌｿｳｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市昭和３丁目３２番２６号北海道

206
システムバンク株式会社
ｼｽﾃﾑﾊﾞﾝｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区大通西８丁目２番地北海道

207
ＵＤトラックス北海道株式会社
UDﾄﾗｯｸｽﾎｯｶｲﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 厚別区厚別中央２条２丁目１番１号札幌市

208
ワタキューセイモア株式会社
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 綴喜群井出町大字多賀小字茶臼塚１２番地の

２
京都府

209
第一法規株式会社
ﾀﾞｲｲﾁﾎｳｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区南青山２丁目１１番１７号東京都

210
沖ウィンテック株式会社
ｵｷｳｨﾝﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 品川区北品川１丁目１９番４号東京都

211
函館トヨペット株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃﾄﾖﾍﾟｯﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市石川町１６９番地３５北海道

212
エヌエス環境株式会社
ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区芝公園１丁目２番９号東京都

213
北海道和光純薬株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾜｺｳｼﾞｭﾝﾔｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市北区北十五条西４丁目１番１６号北海道

214
株式会社　須田製版
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｽﾀﾞｾｲﾊﾝ 札幌市西区二十四軒二条６丁目１番８号北海道

215
扶桑電通株式会社
ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 中央区築地５丁目４番１８号東京都

216
株式会社ガイアクリエーション
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｶﾞｲｱｸﾘｴｰｼｮﾝ 函館市松川町６－１加藤ビル1Ｆ　北海道

217
富士通株式会社
ﾌｼﾞﾂｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 川崎市中原区上小田中四丁目１番１号神奈川県

218
開発工建　株式会社
ｶｲﾊﾂｺｳｹﾝ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 岩見沢市幌向北一条２丁目５８０番地北海道

219
株式会社　環境リサーチ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾝｷｮｳﾘｻｰﾁ 札幌市豊平区中の島二条９丁目１番１号北海道

220
北海道運搬機株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｳﾝﾊﾟﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市西区発寒十六条１３丁目７番１１号北海道

221
東芝ライテック株式会社
ﾄｳｼﾊﾞﾗｲﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 川崎市幸区堀川町７２番地３４神奈川県

222
三菱電機システムサービス株式会社
ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 世田谷区太子堂４丁目１番１号東京都

223
株式会社美唄未来開発センター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾋﾞﾊﾞｲﾐﾗｲｶｲﾊﾂｾﾝﾀｰ 美唄市茶志内町７２６番2北海道

224
株式会社　ＮＩＣＨＪＯ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ NICHJO 札幌市手稲区曙五条５丁目１番１０号北海道

225
株式会社富士計器
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌｼﾞｹｲｷ 釧路市星が浦大通4丁目5番51号北海道

226
ＪＦＥエンジニアリング株式会社
JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 横浜市鶴見区末広町2丁目1番地神奈川県

227
株式会社　栄電社
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴｲﾃﾞﾝｼｬ 檜山郡江差町本町6番地北海道

228
富士ゼロックス北海道株式会社
ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽﾎｯｶｲﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区大通西6丁目1番地北海道

229
株式会社マルゼン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾏﾙｾﾞﾝ 台東区根岸2丁目19番18号東京都

2020年4月1日 7/8 ページ



ID 所在地商号　又は　名称
230

株式会社東洋実業
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄｳﾖｳｼﾞﾂｷﾞｮｳ 札幌市中央区北六条西２２丁目２番７号北海道

231
本郷計測器株式会社
ﾎﾝｺﾞｳｹｲｿｸｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市末広町１０番３号北海道

232
株式会社クロダリサイクル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾛﾀﾞﾘｻｲｸﾙ 函館市西桔梗町２４６番地２７北海道

233
北海道エア・ウォーター株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｴｱ･ｳｫｰﾀｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北三条西１丁目２番地北海道

234
株式会社近藤商会
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺﾝﾄﾞｳｼｮｳｶｲ 函館市西桔梗町５８９番地北海道

235
ＰＦＵ北海道株式会社
PFUﾎｯｶｲﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北三条西２丁目１０番地２北海道

236
株式会社北海道二十一世紀総合研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾎｯｶｲﾄﾞｳ21ｾｲｷｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 札幌市中央区大通西３丁目１１番地北海道　

237
株式会社　自治体病院共済会
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 千代田区平河町二丁目七番五号　砂防会館

本館七階
東京都

238
有限会社　クリーンプロジェクト
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｸﾘｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 檜山郡江差町橋本町77-9北海道

239
ＫＳＳ株式会社
ｹｲｴｽｴｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 武蔵村山市伊奈平一丁目七〇番二号東京都

240
株式会社　サイシン広告
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｻｲｼﾝｺｳｺｸ 秩父市下影森４０５７番地１１埼玉県

241
北海道映像記録株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｴｲｿﾞｳｷﾛｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区南八条西１５丁目４番１号北海道

242
特定非営利活動法人　グローバル教育推進機構
ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｮｳｲｸｽｲｼﾝｷｺｳ 大阪市中央区久太郎町４丁目２番１５号　星和

city　Ｂ，Ｌ，Ｄ御堂８階
大阪府

243
株式会社　ビーイング
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ 津市桜橋１丁目３１２番地三重県

244
株式会社　エムティーアイ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴﾑﾃｨｰｱｲ 新宿区西新宿３丁目２０番２号東京都

245
株式会社　ムラカミ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾑﾗｶﾐ 札幌市中央区北十三条西１７丁目１番３６号北海道

246
株式会社　カナモト
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾅﾓﾄ 札幌市中央区大通東３丁目１番地１９北海道

247
一般財団法人　北海道電気保安協会
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 札幌市西区発寒六条１２丁目６番１１号北海道

248
一般社団法人　日本家族計画協会
ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｶｿﾞｸｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 新宿区市谷田町1-10　保険会館新館東京都

249
中大実業　株式会社
ﾁｭｳﾀﾞｲｼﾞﾂｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北九条西24丁目3番12号北海道

250
株式会社　光岡自動車
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾐﾂｵｶｼﾞﾄﾞｳｼｬ 富山市掛尾町508－3富山県

251
株式会社　函館マツダ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊｺﾀﾞﾃﾏﾂﾀﾞ 函館市宮前町３０番６号北海道

252
株式会社ブロードリーフ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｰﾌ 品川区東品川4-13-14　グラスキューブ品川８

Ｆ
東京都

253
株式会社　巴商会
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄﾓｴｼｮｳｶｲ 千代田区神田須田町２丁目６番地東京都

254
日産部品北海道販売株式会社
ﾆｯｻﾝﾌﾞﾋﾝﾎｯｶｲﾄﾞｳﾊﾝﾊﾞｲｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 札幌市西区発寒十六条２丁目３番１号北海道

255
サワタリ機工　株式会社
ｻﾜﾀﾘｷｺｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

256
株式会社　吉岡経営センター
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾖｼｵｶｹｲｴｲｾﾝﾀｰ 札幌市中央区北六条西二十四丁目１番３０北海道

257
合同会社　マサヤ
ｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ ﾏｻﾔ 奥尻郡奥尻町青苗274-51北海道

258
山崎自動車株式会社
ﾔﾏｻﾞｷｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区東札幌五条５丁目１４番１２号北海道

259
一般社団法人イクシュンシリ・デザイン
ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｲｸｼｭﾝｼﾘ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻８０６番地

260
株式会社　イワタオート函館
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｲﾜﾀｵｰﾄﾊｺﾀﾞﾃ 函館市神山２丁目３－１０北海道

261
一般社団法人 奥尻島観光協会
ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｵｸｼﾘﾄｳｶﾝｺｳｷｮｳｶｲ 奥尻郡奥尻町奥尻309番地2北海道
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