
入札参加資格登録者名簿（工事）

ID 所在地商号　又は　名称

0

檜山郡江差町桧岱２１５番地1

亀田工業株式会社

ｶﾒﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ
北海道

札幌市白石区本郷通北９丁目４番５号2

株式会社　アクアジオテクノ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｸｱｼﾞｵﾃｸﾉ
北海道

札幌市中央区北一条東１４丁目１番地１２3

株式会社　保工北海道

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｺｳﾎｯｶｲﾄﾞｳ
北海道

世田谷区桜丘５丁目４８番１６号4

株式会社水機テクノス

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｲｷﾃｸﾉｽ
東京都

函館市石川町９２番地８5

株式会社　緑地保全

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾘｮｸﾁﾎｾﾞﾝ
北海道

八千代市上高野1823番地の１6

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
千葉県

札幌市手稲区手稲山口４３５番地7

株式会社　日進製作所

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｯｼﾝｾｲｻｸｼｮ
北海道

函館市山の手２丁目２６番５号8

函館熱水機器管理株式会社

ﾊｺﾀﾞﾃﾈｯｽｲｷｷｶﾝﾘｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市中央区北一条西６丁目２番地9

ドーピー建設工業株式会社北海道支店

ﾄﾞｰﾋﾟｰｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾎｯｶｲﾄﾞｳｼﾃﾝ
北海道

函館市西桔梗町８２５番地の１２10

梶原電気興業株式会社

ｶｼﾞﾜﾗﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市東区北二十四条東２丁目５番１５号11

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
北海道

大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号12

日立造船株式会社

ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
大阪府

札幌市中央区南五条西２２丁目２番１２号13

北第百通信電気株式会社

ｷﾀﾀﾞｲﾋｬｸﾂｳｼﾝﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

中央区佃二丁目１番６号14

三井住友建設株式会社

ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市中央区大通東７丁目１２番９15

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
北海道

札幌市中央区北三条西３丁目１番地5416

日本高圧コンクリート株式会社

ﾆﾎﾝｺｳｱﾂｺﾝｸﾘｰﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市豊平区平岸一条８丁目２番３号17

株式会社ドリリング計測

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞｹｲｿｸ
北海道

札幌市手稲区西宮の沢二条１丁目５番３号18

北海道ラインファルト株式会社

ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾗｲﾝﾌｧﾙﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

富山市奥田新町１２番３号19

株式会社　宮本工業所

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾐﾔﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｼｮ
富山県

札幌市清田区平岡九条１丁目１番６号20

旭イノベックス株式会社

ｱｻﾋｲﾉﾍﾞｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

大阪市西区北堀江4丁目１番７21

英和株式会社

ｴｲﾜｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
大阪府

奥尻郡奥尻町奥尻７４１番地22

株式会社　越森石油電器商会

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
北海道

奥尻郡奥尻町奥尻３０９番地２23

株式会社　堀清水組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎﾘｼﾐｽﾞｸﾐ
北海道

札幌市清田区北野二条２丁目２３番２１号24

株式会社　パイプライン

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
北海道

川崎市高津区末長３丁目３番１７号25

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

北見市東相内町１０番地７26

天内工業株式会社

ﾃﾝﾅｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市白石区本郷通南２番９号27

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
北海道

東京都千代田区神田淡路町二丁目１０１番地28

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

千代田区神田神保町１丁目１０５番地神保町

三井ビルディング

29

東洋建設株式会社

ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

岩内郡共和町前田４５番地30

株式会社　共和建設

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷｮｳﾜｹﾝｾﾂ
北海道
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奥尻郡奥尻町奥尻８０１番地５31

株式会社　工藤組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ
北海道

札幌市豊平区福住一条８丁目５番４号32

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
北海道

札幌市中央区北十二条西１５丁目４番１号33

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
北海道

札幌市中央区北二条東１３丁目１番地の７34

上山試錐工業株式会社

ｳｴﾔﾏｼｽｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号35

愛知時計電機（株）

ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ(ｶﾌﾞ)
愛知県

札幌市西区二十四軒二条２丁目４番21-30836

株式会社　光久大建工業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾐﾂﾋｻﾀﾞｲｹﾝｺｳｷﾞｮｳ
北海道

西宮市池田町９番７号37

株式会社日本管財環境サービス

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾆﾎﾝｶﾝｻﾞｲｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ
兵庫県

札幌市東区北十九条東１０丁目３番７号38

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
北海道

室蘭市崎守町３８５番地39

株式会社　楢崎製作所

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾅﾗｻｷｾｲｻｸｼｮ
北海道

函館市港町１丁目３２番３７号40

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
北海道

札幌市中央区北三条西７丁目１番地北海道第

２水産ビル３階

41

三共電気工業株式会社

ｻﾝｷｮｳﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市東雲町１９番１３号42

株式会社　高木組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｶｷﾞｸﾞﾐ
北海道

瀬棚郡今金町今金３５９番地の１43

和工建設株式会社

ﾜｺｳｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

港区港南2-15-344

富士通JAPAN株式会社

ﾌｼﾞﾂｳJAPANｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

函館市美原３丁目３８番３１号45

昭栄設備工業株式会社

ｼｮｳｴｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市山の手２丁目３番２７号46

株式会社　日精機器

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｯｾｲｷｷ
北海道

札幌市中央区北六条西１７丁目１７番地の５47

株式会社　田中組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾅｶｸﾞﾐ
北海道

札幌市白石区菊水二条１丁目４番２０号48

末廣屋電機株式会社

ｽｴﾋﾛﾔﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市亀田港町３７番１９号49

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
北海道

札幌市北区北十二条西３丁目１番１０号50

池田暖房工業株式会社

ｲｹﾀﾞﾀﾞﾝﾎﾞｳｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号51

北海道電気工事株式会社

ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

大阪市中央区北浜東４番３３号52

株式会社　コンステック

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺﾝｽﾃｯｸ
大阪府

函館市亀田町５番２５号53

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
北海道

函館市石川町２４２番地の６54

株式会社　廣正園

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾋﾛｼﾏｻｴﾝ
北海道

中野区東中野３丁目２０番１０号55

日本体育施設株式会社

ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

千代田区西神田１丁目４番５号56

テスコ株式会社

ﾃｽｺｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

旭川市永山北３条７丁目２番地57

株式会社　表鉄工所

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｵﾓﾃﾃｯｺｳｼﾞｮ
北海道

旭川市４条西２丁目２番２号58

荒井建設株式会社

ｱﾗｲｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市北区麻生町７丁目３番１２号59

株式会社　ユニオン・コンサルタント

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾕﾆｵﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
北海道

札幌市中央区北六条西２２丁目２番７号60

東洋ロードメンテナンス株式会社

ﾄｳﾖｳﾛｰﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

品川区北品川５丁目５番１５号61

巴工業株式会社

ﾄﾓｴｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市中央区北４条西４丁目１番地62

伊藤組土建株式会社

ｲﾄｳｸﾞﾐﾄﾞｹﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市東区北１９条東１丁目１番１号63

株式会社　中山組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾅｶﾔﾏｸﾞﾐ
北海道
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函館市桔梗４丁目４番１６号64

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
北海道

札幌市西区発寒十六条１３丁目２番１号65

株式会社　北海技研工業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲｷﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳ
北海道

函館市西桔梗町７４５番地２３66

株式会社　島津清樹園

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾏﾂﾞｾｲｼﾞｭｴﾝ
北海道

中央区月島４丁目１６番１３号67

株式会社巴コーポレーション

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄﾓｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
東京都

台東区東上野５丁目２４番８号68

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
東京都

赤平市大町１丁目３番地69

西出興業株式会社

ﾆｼﾃﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市湯川町２丁目２番１号70

戸沼岩崎建設株式会社

ﾄﾇﾏｲﾜｻｷｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号71

株式会社神鋼環境ソリューション

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾝｺｳｶﾝｷｮｳｿﾘｭｰｼｮﾝ
兵庫県

大東区東池之端１丁目２番２３号72

日本電気設備工業株式会社

ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市中央区北四条西７丁目１番地８73

株式会社ＨＢＡ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬHBA
北海道

函館市浅野町４番１６号74

株式会社　菅原組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｽｶﾞﾜﾗｸﾞﾐ
北海道

函館市昭和３丁目３６番１３号75

小泉建設株式会社

ｺｲｽﾞﾐｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市中央区北七条西２０丁目１番１５号76

北盛電設株式会社

ｷﾀｾｲﾃﾞﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市中央区南一条西７丁目１６番２77

岩倉建設株式会社

ｲﾜｸﾗｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市高松町５７５番地２７０78

株式会社猩々谷建設

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼｮｳｼﾞｮｳﾔｹﾝｾﾂ
北海道

函館市花園町１１番２号79

株式会社　宝成園

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｶﾗｾｲｴﾝ
北海道

函館市富岡町２丁目４９番１４号80

三方設備工業　株式会社

ﾐｶﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市西桔梗町８２０番地２81

東興アイテック株式会社

ﾄｳｺｳｱｲﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市中央区南８条西１５丁目２番１号82

道路工業株式会社　道南営業所

ﾄﾞｳﾛｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄﾞｳﾅﾝｴｲｷﾞｮｳｼｮ
北海道

奥尻郡奥尻町米岡177番地83

工藤建設株式会社

ｸﾄﾞｳｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

大阪市中央区城見２丁目１番６１号84

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
大阪府

港区芝３丁目８番２号（登記上　東京都大田

区）中馬込１丁目３番６号

85

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
東京都

奥尻郡奥尻町青苗４２６番地86

有限会社　三上工務店

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾐｶﾐｺｳﾑﾃﾝ
北海道

函館市大町８番２５号87

株式会社　富士サルベージ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾌｼﾞｻﾙﾍﾞｰｼﾞ
北海道

中央区八丁堀二丁目８番５号88

戸田建設株式会社

ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

函館市浅野町５番１号89

有限会社　北翔工業

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾎｸｼｮｳｺｳｷﾞｮｳ
北海道

函館市赤川町199-790

高瀬環境緑化　株式会社

ﾀｶｾｶﾝｷｮｳﾘｮｯｶ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市赤川町９０番地の４91

株式会社　亀田清掃

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾒﾀﾞｾｲｿｳ
北海道

紋別郡湧別町栄町１３３番地の１92

株式会社　西村組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｼﾑﾗｸﾞﾐ
北海道

千代田区神田錦町２丁目１１番地93

日本ケーブル株式会社

ﾆｯﾎﾟﾝｹｰﾌﾞﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

帯広市西四条南８丁目１２番地94

宮坂建設工業株式会社

ﾐﾔｻｶｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市昭和４丁目６０番５号95

株式会社　新営電気設備

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾝｴｲﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ
北海道

亀田郡七飯町鳴川１丁目６番２９号96

有限会社石川アルミ

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬｲｼｶﾜｱﾙﾐ
北海道
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函館市栄町１２番１８号97

大明工業株式会社

ﾀｲﾒｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市桔梗３丁目１４番１号98

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
北海道

札幌市白石区東札幌二条１丁目５番５号99

北海道ドライケミカル株式会社

ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市東山町１４４番地の５０100

株式会社　田中潦風園

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾅｶﾘｮｳﾌｳｴﾝ
北海道

札幌市中央区北一条東１５丁目１４０番地101

株式会社　公清企業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｳｾｲｷｷﾞｮｳ
北海道

函館市本通２丁目５５番５号102

大倉電気株式会社

ｵｵｸﾗﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市西区発寒十七条１４丁目２番８号103

中山技術コンサルタント株式会社

ﾅｶﾔﾏｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

釧路市川北町９番１９号105

株式会社　釧路製作所

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸｼﾛｾｲｻｸｼﾞｮ
北海道

豊島区東池袋３丁目１番１号106

株式会社　日立プラントサービス

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ
東京都

函館市美原３丁目３６番５号107

大鎌電気株式会社

ｵｵｶﾏﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市浅野町１番３号108

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
北海道

函館市西桔梗町８５７番地５109

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
北海道

函館市西桔梗町８４９番地の２２110

株式会社今井工務店

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲﾏｲｺｳﾑﾃﾝ
北海道

函館市高盛町３番２０号111

高橋道路　株式会社

ﾀｶﾊｼﾄﾞｳﾛ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市中道１丁目３０番２５号112

株式会社　斉藤組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｻｲﾄｳｸﾞﾐ
北海道

檜山郡江差町豊川町１５４番地１113

株式会社　オケヤ電気設備

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｵｹﾔﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ
北海道

函館市西桔梗町８１８番地１０114

青函電気株式会社

ｾｲｶﾝﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市石川町２４３番地115

株式会社　桔梗造園

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷｷｮｳｿﾞｳｴﾝ
北海道

奥尻郡奥尻町青苗４１１番地１０２116

有限会社　松崎板金工作所

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ﾏﾂｻﾞｷﾊﾞﾝｷﾝｺｳｻｸｼﾞｮ
北海道

札幌市白石区平和通１０丁目北１１番７号117

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
北海道

札幌市中央区北二条東１７丁目２番地118

大同舗道株式会社

ﾀﾞｲﾄﾞｳﾎﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

中央区銀座７丁目１４番１号119

荏原実業株式会社

ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

江東区新砂１丁目２番８号120

オルガノ株式会社

ｵﾙｶﾞﾉｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

墨田区太平1-20-7太平町ビル３０２121

雄和工業機械株式会社

ﾕｳﾜｺｳｷﾞｮｳｷｶｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

函館市本通３丁目２７番１６号122

株式会社シマデン産業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾏﾃﾞﾝｻﾝｷﾞｮｳ
北海道

札幌市東区北二十三条東１丁目１２番７号123

北札幌電設株式会社

ｷﾀｻｯﾎﾟﾛﾃﾞﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

横浜市鶴見区末広町２丁目１番地124

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
神奈川県

函館市赤川町１９９番地７125

有限会社　翔栄工業

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｼｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ
北海道

函館市石川町２７６番地２７126

株式会社　外山電工

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｿﾄﾔﾏﾃﾞﾝｺｳ
北海道

旭川市４条西２丁目１番１２号127

大地コンサルタント株式会社

ﾀﾞｲﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

北斗市久根別５丁目９９番地５128

株式会社　ダイワメタル

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾜﾒﾀﾙ
北海道

札幌市中央区大通西１４丁目７番地129

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
北海道

函館市桔梗５丁目８番６号130

有限会社　五十嵐工業所

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｲｶﾞﾗｼｺｳｷﾞｮｳｼｮ
北海道
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札幌市豊平区西岡二条１丁目１番４６号131

フクタカ工業株式会社

ﾌｸﾀｶｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市中央区南一条西９丁目１番地２132

北海土木工業株式会社

ﾎｯｶｲﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市宝来町２３番５号133

株式会社　青函設備工業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｾｲｶﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
北海道

港区虎ノ門１丁目１７番地１号134

西松建設株式会社

ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

川口市仲町５番１１号135

株式会社　前澤エンジニアリングサービス

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
埼玉県

函館市本通２丁目７番136

株式会社　名匠建工

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾒｲｼｮｳｹﾝｺｳ
北海道

函館市吉川町４番３０号137

株式会社　松本組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾏﾂﾓﾄｸﾞﾐ
北海道

品川区東五反田２丁目１７番１号138

日本コムシス株式会社

ﾆﾎﾝｺﾑｼｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

函館市金堀町５番２３号139

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
北海道

渋谷区渋谷３丁目２９番２０号140

株式会社　協和エクシオ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷｮｳﾜｴｸｼｵ
東京都

川崎市幸区堀川町７２番地３４141

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
神奈川県

檜山郡江差町陣屋町１３８番地142

株式会社　洸立テクノ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｳﾘﾂﾃｸﾉ
北海道

奥尻郡奥尻町青苗442-18143

有限会社ホシバ配管

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾎｼﾊﾞﾊｲｶﾝ
北海道

函館市中道１丁目１４番１号144

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
北海道

札幌市北区北十条西４丁目１番地145

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
北海道

函館市昭和１丁目３番８号146

紀の國建設　株式会社

ｷﾉﾉｺｸｹﾝｾﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市高盛町３番２０号147

株式会社　高橋組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｶﾊｼｸﾞﾐ
北海道

品川区大崎２丁目１番１号148

株式会社　明電舎

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ
東京都

函館市美原１丁目４５番６号149

株式会社　徳建設

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄｸｹﾝｾﾂ
北海道

芦屋市打出町７番１８号150

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
兵庫県

奥尻郡奥尻町米岡177番地151

株式会社　海老原建設

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴﾋﾞﾊﾗｹﾝｾﾂ
北海道

千代田区内神田１丁目４番２号152

東京索道株式会社

ﾄｳｷｮｳｻｸﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

千代田区有楽町１丁目７番１号153

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
東京都

新宿区西新宿３丁目１９番２号154

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
東京都

札幌市中央区南二十条西１０丁目３番５号155

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
北海道

爾志郡乙部町緑町２４３番地２156

株式会社　林組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊﾔｼｸﾞﾐ
北海道

檜山郡江差町伏木戸町６３４番地157

株式会社　田畑建設

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾊﾞﾀｹﾝｾﾂ
北海道

札幌市西区宮の沢三条５丁目６番２６号158

株式会社　りけん

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾘｹﾝ
北海道

港区そ芝浦４丁目１０番１６号159

沖電気興業株式会社

ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

函館市西桔梗町５８９番地１２４160

株式会社　ハンダ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊﾝﾀﾞ
北海道

砂川市空知太東一条３丁目２番１０号161

カワテックス株式会社

ｶﾜﾃｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

旭川市東鷹栖１条２丁目635-344162

藤川電設工業株式会社

ﾌｼﾞｶﾜﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

港区西赤坂１丁目６番６号163

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
東京都
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函館市桔梗２丁目１０番１２号164

共同電気通信株式会社

ｷｮｳﾄﾞｳﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市海岸町９番２３号165

株式会社　森川組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘｶﾜｸﾞﾐ
北海道

新宿区西新宿新宿３丁目７番１号166

東亜建設工業株式会社

ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

中央区新川１丁目７番２１号168

三建設備工業株式会社

ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

品川区大崎１丁目１１番２号169

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
東京都

函館市桔梗１丁目１６番１１号170

日興電機株式会社

ﾆｯｺｳﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市中央区南二条西１２丁目３２４番地１１

南２条藤井ビル６階

171

フロンティアジャパン　株式会社

ﾌﾛﾝﾃｨｱｼﾞｬﾊﾟﾝ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

川崎市幸区堀川町７２番地３４172

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
神奈川県

札幌市白石区菊水元町六条４丁目２番１号173

北海道ニチレキ工事株式会社

ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾆﾁﾚｷｺｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市石川町１６９番地７174

株式会社　工藤組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾄﾞｳｸﾞﾐ
北海道

札幌市豊平区月寒東二条１６丁目１番８９号175

株式会社　コクサク

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｸｻｸ
北海道

札幌市東区北三十三条東１８丁目３番１５号176

エル電株式会社

ｴﾙﾃﾞﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

高松市郷東町７９２番地８177

株式会社フソウ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌｿｳ
香川県

大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号178

大和リース株式会社

ﾀﾞｲﾜﾘｰｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
大阪府

札幌市東区北三十四条東１５丁目１番２２号179

野上技研工業株式会社

ﾉｶﾞﾐｷﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市西桔梗町８５０番地７８180

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
北海道

空知郡上富良野町中町３丁目２番１号181

株式会社　有我工業所

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾘｶﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ
北海道

中央区銀座８丁目２１番１号182

パナソニックシステムソリューションズ　ジャパン株式会

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市北区新川三条１８丁目２番６号183

エヌ・エス株式会社

ｴﾇ･ｴｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

恵庭市戸磯７６番地２６184

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
北海道

新宿区四谷１丁目６番１号185

新菱冷熱工業株式会社

ｼﾝﾘｮｳﾚｲﾈﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市白石区菊水九条３丁目２番３１号186

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
北海道

檜山郡厚沢部町富栄６１１番地４187

株式会社　桧山電気工業

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾋﾔﾏﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ
北海道

函館市花園町２番１３号188

函館熱管理　株式会社

ﾊｺﾀﾞﾃﾈﾂｶﾝﾘ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市中央区北２条東１７丁目２番地189

岩田地崎建設株式会社

ｲﾜﾀﾁｻｷｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市北区北七条西５丁目８番５号190

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
北海道

札幌市南区川沿十七条２丁目２番８号191

道興建設株式会社

ﾄﾞｳｷｮｳｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市西区八軒六条東２丁目８番１０号192

株式会社　オーク

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｵｰｸ
北海道

帯広市東三条南１９丁目１番地193

株式会社　有賀さく泉工業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾘｶﾞｻｸｾﾝｺｳｷﾞｮｳ
北海道

札幌市中央区北三条西２丁目１０番地２194

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
北海道

千代田区神田須田町１丁目２５番地195

メタウォーター株式会社　北海道営業所

ﾒﾀｳｫｰﾀｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲﾄﾞｳｴｲｷﾞｮｳｼｮ
東京都

函館市亀田町１７番２号196

株式会社　曲小小倉工務店

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾈｺｵｸﾞﾗｺｳﾑﾃﾝ
北海道

函館市赤川町５１８番地３197

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
北海道
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函館市的場町１９番２３号198

コタカ電機株式会社

ｺﾀｶﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

函館市桔梗町６９５番地５199

株式会社　川股設備工業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾜﾏﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
北海道

台東区根岸２丁目１９番１８号200

株式会社　マルゼン

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾏﾙｾﾞﾝ
東京都

千代田区神田須田町１丁目２４番地201

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
東京都

函館市石川町２５５番地１202

株式会社　久末建設工業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾋｻｽｴｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ
北海道

函館市大縄町１４番２３号203

株式会社　ヤマトイシハタ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾔﾏﾄｲｼﾊﾀ
北海道

函館市桔梗町４０６番地の４１204

株式会社　ニシカワ産業

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｼｶﾜｻﾝｷﾞｮｳ
北海道

北斗市谷好２丁目９番８号205

久保工業　株式会社

ｸﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市白石区南郷通北４番２０号206

株式会社　ニットメンテナンス

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｯﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ
北海道

函館市金堀町５番２６号207

道南清水サッシ株式会社

ﾄﾞｳﾅﾝｼﾐｽﾞｻｯｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

世田谷区太子堂１丁目４番２１号208

長谷川体育施設株式会社

ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市清田区北野六条１丁目５番１号209

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
北海道

中央区新川１丁目２４番４号210

大豊建設株式会社

ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

松前郡松前町清部２５０番地211

佐々木工務店

ｻｻｷｺｳﾑﾃﾝ
北海道

函館市港町３丁目５番１９号212

株式会社　大歩

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾌﾞ
北海道

亀田郡七飯町大沼町８１７番地の４213

株式会社ワタナベ電気

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾞﾝｷ
北海道

札幌市中央区南十条西１２丁目２番２３号214

株式会社　アリガプランニング

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾘｶﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
北海道

品川区西五反田７丁目２５番１９号215

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
東京都

札幌市中央区北一条西７丁目１番地216

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
北海道

札幌市中央区北三条西１丁目２番地217

エア・ウォーター北海道株式会社

ｴｱ･ｳｫｰﾀｰﾎｯｶｲﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

札幌市東区北七条東１７丁目１６番地218

札幌交通機械株式会社

ｻｯﾎﾟﾛｺｳﾂｳｷｶｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

茅部郡森町森川町２８０番地１８219

株式会社　河野組

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｳﾉｸﾞﾐ
北海道

港区東新橋１丁目５番２号220

富士通株式会社

ﾌｼﾞﾂｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

宇土市松山町4541221

西田鉄工株式会社

ﾆｼﾀﾞﾃｯｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
熊本県

稚内市末広１丁目１番３４号222

稚内港湾施設株式会社

ﾜｯｶﾅｲｺｳﾜﾝｼｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道

奥尻郡奥尻町青苗242-14223

株式会社　麓　電気商会

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾌﾓﾄ ﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ
北海道

港区芝浦４丁目８番３３号224

株式会社　関電工

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｾｷﾃﾞﾝｺｳ
東京都

姫路市大津区勘兵衛町４丁目１225

虹技株式会社

ﾆｼﾞﾜｻﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
兵庫県

港区港南１丁目７番１８号226

水ingエンジニアリング株式会社

ﾐｽﾞingｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市厚別区厚別中央四条４丁目１番１-２０１

号

227

株式会社　機械メンテサービス

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷｶｲﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ
北海道

中央区日本橋茅場町３丁目９番１０号228

荏原商事株式会社

ｴﾊﾞﾗｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市中央区大通西９丁目３番地３３キタコー

センタービル

229

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
北海道

札幌市白石区菊水九条２丁目４番１８号230

アーストラストエンジニアリング株式会社

ｱｰｽﾄﾗｽﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
北海道
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三鷹市牟礼６丁目２１番１１号231

日本無線株式会社

ﾆﾎﾝﾑｾﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

札幌市東区北十九条東７丁目３番２５号232

株式会社　ダンテック

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞﾝﾃｯｸ
北海道

新宿区新宿６丁目２７番地３０233

高砂熱化学工業株式会社

ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

港区海岸１丁目１５番１号234

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
東京都

千代田区丸の内３丁目３番１号235

電気興業株式会社

ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

中央区晴海１丁目８番１１号236

OKIクロステック株式会社

OKIｸﾛｽﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

千葉市美浜区中瀬２丁目６番地1237

三井E&S環境エンジニアリング株式会社

ﾐﾂｲE&Sｶﾝｷｮｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
千葉県

板橋区新河岸2-3-5238

三和シャッター工業株式会社

ｻﾝﾜｼｬｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

武蔵村山市伊奈平１丁目７０番２号239

KSS株式会社

KSSｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

函館市西桔梗町５８９番地240

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
北海道

中央区日本橋２丁目１３番１０号241

ドリコ株式会社

ﾄﾞﾘｺｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

品川区戸越１丁目７番２０号242

タニコー株式会社

ﾀﾆｺｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
東京都

小平市御幸町３２番地243

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
東京都

横浜市鶴見区弁天町３番地244

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
神奈川県

奥尻郡奥尻町富里２００番地245

株式会社　太神建設

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｲｼﾝｹﾝｾﾂ
北海道

函館市西桔梗町２１３番地８２246

株式会社コーノ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺｰﾉ
北海道

大阪市西区立売堀４丁目２番２１号247

株式会社　駒井ハルテック

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺﾏｲﾊﾙﾃｯｸ
大阪府

港区芝公園1丁目2番9号248

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
東京都

中央区築地５丁目４番１８号249

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
東京都

南砺市苗島４７６０番地250

川田工業株式会社

ｶﾜﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
富山県
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