
番号 区分 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　　　　　　　　　　所

4 町外 丸福建設　株式会社 伊達市大滝区優徳町６４番地１５号

7 町外 株式会社　勝田組 伊達市舟岡町１８２番地

8 町外 藤川建設株式会社 室蘭市東町３-２０-７

9 町外 株式会社　伊藤工業 室蘭市港北町３丁目３番１５号

10 町外 英和　株式会社　札幌営業所 札幌市中央区北３条西３丁目１-２５　NREG北三条ビル

12 町外 東成建設株式会社 旭川市宮下通２２丁目東１０号

13 町外 東芝インフラシステムズ株式会社　北海道支社 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

14 町外 株式会社　能登設備工業 虻田郡豊浦町字東雲町４８番地

15 町外 株式会社　中村電気 苫小牧市美園町３丁目１４番１８号

16 町外 東邦電気工業株式会社　北海道支店 札幌中央区北六条西十八丁目１番地１３

17 町外 クボタ環境サービス　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北三条西三丁目１番地６

18 町外 北海道道路産業　株式会社 札幌市北区新川西１条１丁目１番３０号

19 町外 日本体育施設　株式会社　北海道営業所 札幌市西区山の手６条７丁目２番１７号

20 町外 北海道ライナー　株式会社 札幌市北区新琴似１条２丁目７番２９号

21 町外 株式会社　中山組 札幌市東区北１９条東１丁目１番１号

22 町外 三栄設備　株式会社 室蘭市東町１丁目６番３０号

23 町外 野田電気設備　株式会社 苫小牧市永福町２丁目３番４号

24 町外 ツバメ工業　株式会社 二海郡八雲町本町２２０番地２

25 町外 池田煖房工業　株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市川沿町６丁目１９番１６号

26 町外 日本マーキング　株式会社 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目２番３０号

27 町外 菱中建設　株式会社　室蘭支店 室蘭市日出町２丁目４番１号

28 町外 株式会社　内池建設　札幌支店 札幌市中央区北２条西１４丁目３番１３号

29 町外 盛興建設　株式会社 苫小牧市日の出町２丁目１３番２３号

30 町外 有限会社　駒井建設 豊浦町字大岸604番地

31 町外 株式会社　ホートク 室蘭市港北町５丁目１０３番地１

32 町外 第一建設　株式会社 室蘭市中島町３丁目３番３号

34 町外 小松建設　株式会社 伊達市錦町105番地

35 町外 須藤建設　株式会社 伊達市松ヶ枝町６５番地８

36 町外 創栄設備工業株式会社 室蘭市日の出町１丁目５番４号

37 町外 壮建興業　株式会社 有珠郡壮瞥町字滝之町４２３－２６

38 町外 天内工業　株式会社 北見市東相内町１０番地７

39 町外 北紘建設　株式会社 伊達市元町７１番地の２１

40 町外 上山試錐工業　株式会社 札幌市中央区北２条東１３丁目１番地の７

41 町外 株式会社　四宮造園 札幌市厚別区厚別南３丁目２番２５号

42 町外 望月電設工業株式会社 伊達市末永町６２番地１６

43 町外 株式会社　工成舎 札幌市西区発寒１３条１２丁目３番４５号

44 町外 北関電気工事　株式会社 札幌市中央区北６条西１７丁目１７番地６

45 町外 株式会社　荒川設備 登別市栄町３丁目１８番地５

46 町外 大和谷工業株式会社 北見市豊地１２番地１４

47 町外 伊藤組土建　株式会社 札幌市中央区北４条西４丁目１番地

48 町外 株式会社　アセット宮本 苫小牧市春日町１丁目５番１５号

49 町外 黒光建設　株式会社 室蘭市東町２丁目２６番９号

50 町外 株式会社　アサヒ建設 室蘭市東町５丁目２４番１４号

51 町外 前澤工業株式会社　北海道支店 札幌市中央区南二条西六丁目１７番地

52 町外 クボタ設備工業　株式会社 伊達市山下町１６０番地１４
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53 町外 株式会社　ユニオン建設 室蘭市東町２丁目２番１５号

54 町外 株式会社　楢崎製作所 室蘭市崎守町３８５番地

55 町外 北振工業　株式会社 豊浦町字旭町４８－１３

56 町外 株式会社　北弘電社　苫小牧支社 苫小牧市新中野町３丁目５番１１号

57 町外 菊地建設鉱業　株式会社 京極町字京極３９９番地

58 町外 有限会社　宍戸板金工業 伊達市旭町６３番地の２２

59 町外 フジ美建工業　株式会社 室蘭市祝津町１丁目５番９号

60 町外 株式会社　佐々木配管 長万部町字長万部２３４番地

61 町外 国策機工株式会社 苫小牧市字勇払149番地

62 町外 東洋建設株式会社　北海道支店 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23　第二北海道通信ビル

63 町外 中田工業株式会社 室蘭市東町３丁目１６番１号

64 町外 株式会社　玉川組 恵庭市相生町２３１番地

65 町外 株式会社　小金澤組 苫小牧市音羽町１丁目１８番３号

66 町外 オール設備　株式会社 登別市中央町１丁目４番１０号

67 町外 平口建設　株式会社 伊達市山下町２７５番地

68 町外 北海道技建　株式会社 小樽市銭函３丁目５１９番地１２

69 町外 日本高圧コンクリート　株式会社　PC事業部札幌支社 札幌市中央区北３条西３丁目１番地５４　札幌三条ビル

70 町外 株式会社　渡辺塗料商会 札幌市清田区有明７４番５

71 町外 北海道ニチレキ工事株式会社 札幌市白石区菊水元町６条４丁目２番１号

72 町外 緑豊建設　株式会社 苫小牧市若草町１丁目２番７号

73 町外 株式会社　三新 札幌市北区北１５条西２丁目１番８号

74 町外 小川工業　株式会社 室蘭市母恋北町１丁目２番５号

75 町外 ヤマハサウンドシステム　株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町４１番１２号

76 町外 宮坂建設工業　株式会社 帯広市西４条南８丁目１２番地

77 町外 大基建設　株式会社 室蘭市中島町３丁目８番１２号

78 町外 株式会社　りけん 札幌市北区新川４条１３丁目７番２６号

79 町外 株式会社　タクマ　北海道支店 札幌市中央区大通西５丁目１１番地（大五ビル内）

80 町外 株式会社　宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２番３号

81 町外 株式会社　システムハウスアールアンドシー北海道営業所 恵庭市北柏木町３丁目１０８番

82 町外 大同舗道　株式会社 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地

83 町外 新栄クリエイト　株式会社 札幌市中央区北８条西２０丁目２番１５号

84 町外 日本国土開発　株式会社　札幌営業所 札幌市中央区北三条西三丁目１番地　札幌北三条ビル

85 町外 室蘭舗道建設株式会社 室蘭市寿町1丁目5番25号

86 町外 株式会社森田鉄工所　北海道営業支店 札幌市北区北９条西３丁目１０番地１

87 町外 株式会社　炉研 秋田県秋田市寺内神屋敷１１番１８号

88 町外 石原建設株式会社 室蘭市宮の森町４丁目２２番２５号

89 町外 クボタ機工　株式会社　北海道営業所 札幌市中央区北３条西３丁目１番地４４

90 町外 株式会社　電業 旭川市１０条通２２丁目１番地３

91 町外 株式会社　ツムラ札幌 札幌市白石区平和通１０丁目北１１番７号

92 町外 株式会社水機テクノス　札幌営業所 札幌市中央区北二条西３丁目１太陽生命札幌ビル

93 町外 ドーピー建設工業株式会社　北海道支店 札幌市中央区北１条西６丁目２番地

94 町外 苫重建設　株式会社 苫小牧市字糸井７０番地

95 町外 株式会社　北海道ライン興業 札幌市西区発寒９条９丁目１番３３号

96 町外 株式会社　松浦組 伊達市山下町１４７番地

97 町外 株式会社　ピーエス三菱　札幌営業所 札幌市北区北十条西二丁目１３番地２

98 町外 株式会社　ジー・ガイヤ 札幌市清田区里塚２条６丁目１番３号

99 町外 札幌交通機械　株式会社 札幌市東区北７条東１７丁目１６番地

100 町外 岩田地崎建設　株式会社 札幌市中央区北２条東１７丁目２番地



101 町外 ナラサキライン株式会社 勇払郡むかわ町大成1丁目40番地

102 町外 道栄建設　株式会社 有珠郡壮瞥町字滝之町283

103 町外 北海道温泉ポンプ株式会社 札幌市豊平区福住１条８丁目５番４号

104 町外 北海土木工業　株式会社 札幌市中央区南１条西９丁目１番地２

105 町外 愛知時計電機　株式会社　札幌支店 札幌市中央区大通西１５丁目２番地９

106 町外 苫小牧営業所 苫小牧市大町２丁目１番１４号

107 町外 株式会社　伊藤塗装工業所 伊達市松ヶ枝町６１番地７

108 町外 柴田興産　株式会社 札幌市厚別区厚別東３条２丁目１番４０号

109 町外 後志建設工業　株式会社 喜茂別町字喜茂別２７５番地

111 町外 株式会社　栗林商会 室蘭市入江町１番地１９

112 町外 株式会社　永井組 伊達市山下町１７８番地

113 町外 大伸電設　株式会社 室蘭市宮の森町４丁目２２番３８号

114 町外 株式会社　錦戸電気 苫小牧市新明町１丁目１番８号

115 町外 株式会社　有賀さく泉工業　札幌支店 札幌市北区北１８条西３丁目１番１２号　１８条ターミナル２階

116 町外 北海道三菱電機販売　株式会社 札幌市東区北２４条東２丁目５番１５号

117 町外 橋本電気工事　株式会社 札幌市東区北１９条東１０丁目３番７号

118 町外 興和工業　株式会社 登別市新栄町１番地１２

119 町外 五建工業　株式会社　札幌支店 札幌市白石区中央２条２丁目１番１号

120 町外 新明和工業株式会社　流体事業部　営業本部　北海道支店 札幌市西区二十四軒１条７丁目２番３９号

121 町外 協業組合　公清企業 札幌市中央区北１条東１５丁目１４０番地

122 町外 株式会社　竹中土木北海道支店 札幌市中央区大通西四丁目１番地

123 町外 株式会社　鴻池組　北海道支店 札幌市中央区南1条西14丁目1番地

124 町外 旭イノベックス　株式会社 札幌市清田区平岡９条１丁目１番６号

125 町外 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 札幌市中央区北一条西７丁目１番

126 町外 株式会社　表鉄工所　札幌支店 札幌市白石区東札幌５条４丁目７番１７号

127 町外 株式会社　日星電機 札幌市東区北６条東４丁目８番地の１６

128 町外 株式会社　綜合防水工事 札幌市北区拓北７条１丁目１－２６

129 町外 藤井設備株式会社 札幌市豊平区美園１１条６丁目１番２４号

130 町外 北電力設備工事　株式会社 札幌市中央区南２条西１２丁目３２３番地

131 町外 北海電気工事　株式会社 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号

132 町外 拓北電業株式会社　室蘭支店 室蘭市中島町３丁目６番２号

133 町外 瀬尾建設工業　株式会社 倶知安町北３条東２丁目７番地

134 町外 新太平洋建設　株式会社 札幌市中央区南１条東１丁目２番地１

135 町外 道路建設株式会社　本店 苫小牧市新明町２丁目４番１号

136 町外 株式会社　木村建設 北海道伊達市錦町９番地

137 町外 門脇建設株式会社 苫小牧市新明町５丁目１番２号

138 町外 北興工業　株式会社 室蘭市入江町１番地の６３

139 町外 株式会社　ドリリング計測 札幌市豊平区平岸１条８丁目２番３０号

140 町外 北海道ラインファルト　株式会社 札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目５番３０号

141 町外 株式会社　池下電設 札幌市豊平区月寒東２条７丁目１４番１号

142 町外 札建工業　株式会社 札幌市北区北７条西６丁目２番地３４　SKビル

143 町外 早坂産業　株式会社 室蘭市輪西町１丁目２９番６号

144 町外 株式会社　札幌ニット 札幌市白石区本郷通４丁目南２番９号

145 町外
三菱電機プラントエンジニアリング　株式会社　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

146 町外 株式会社　HBA 札幌市中央区北四条西七丁目1番8

147 町外 株式会社　北海技研工業 札幌市西区発寒１６条１３丁目２番１号

148 町外 技販工業　株式会社 札幌市北区新琴似１２条１丁目２番８号

149 町外 日立造船　株式会社　北海道支社 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１



150 町外 東亜建設工業　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北３条西４丁目１番地４

151 町外 テスコ　株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番５号

152 町外 大成建設　株式会社　札幌支店 札幌市中央区南一条一丁目４番地

153 町外 ダイダン　株式会社　北海道支店 札幌市北区北２０条西５丁目１番４３

154 町外 株式会社　ノースクリエート 室蘭市八丁平４丁目４３番３号

155 町外 三好電気工事　株式会社 伊達市松ヶ枝町６５番地６

157 町外 株式会社　堀口電気商会 壮瞥町字滝之町２５０番地

158 町外 有限会社　大盛電機商会 室蘭市御前水町２丁目１番１２号

159 町外 有限会社　日胆工務店 室蘭市中島町４丁目１３番３号

163 町外 株式会社　丸三建設 室蘭市宮の森町２丁目１０６番地

165 町外 株式会社カワミナミ 豊浦町字浜町７７番地１

166 町外 浅水建設　株式会社 伊達市鹿島町48番地１

167 町外 三和シャッター工業株式会社　札幌統括営業課 札幌市中央区北１条西１０丁目１番２６号

168 町外 板谷土建株式会社 札幌市中央区南１６条西８丁目２番２０号

169 町外 株式会社　吉野電気商会 登別市若山町１丁目５番地１

170 町外 株式会社　田中組　苫小牧営業所 苫小牧市船見町２丁目１１番１７号

171 町外 オルガノ　株式会社　北海道支店 札幌市東区北７条東５丁目８番３７号

172 町外 日本コムテック　株式会社 札幌市中央区南８条西１３丁目３番６０号　ＣＭビル

173 町外 西出興業　株式会社 赤平市大町１丁目３番地

174 町外 株式会社　住まいのウチイケ 室蘭市八丁平５丁目４４番５号

175 町外 日本防水総業　株式会社 札幌市中央区北３条東４丁目１番地

176 町外 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市中央区大通西十四丁目７番地

177 町外 株式会社　アクアジオテクノ 札幌市白石区本郷通９丁目北４番５号

178 町外 笹木産業　株式会社 滝川市流通団地２丁目４番３９号

179 町外 雪印種苗　株式会社 札幌市厚別区上野幌１条５丁目１番８号

180 町外 新菱冷熱工業　株式会社　北海道支社 札幌市中央区北５条西６丁目２番２号

181 町外 株式会社　興北煖房工業所 札幌市東区北１０条東９丁目３番５号

182 町外 株式会社　高橋組 函館市高盛町3番20号

183 町外 戸田建設株式会社　札幌支店 札幌市中央区北３条東２丁目２番地

184 町外 株式会社　神鋼環境ソリューション　北海道支店 札幌市中央区北四条西５丁目１番地３　日本生命北門館ビル

185 町外 株式会社　太平エンジニアリング北海道支店 札幌市東区北７条東６丁目１８-９

186 町外 ニセコ環境　株式会社 虻田郡倶知安町字峠下

187 町外 株式会社　日野電気工事 豊浦町字高岡１６番地

188 町外 株式会社　ニサカ 旭川市８条通９丁目左６号

189 町外 ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社　北海道支店 札幌市中央区大通西４丁目１　新大通ビル

191 町外 浪越石材　株式会社 伊達市弄月町５７番地５

192 町外 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市中央区南２０条西１０丁目３番５号

193 町外 道路工業株式会社　日胆営業所 豊浦町字浜町７２番地４

195 町外 株式会社　コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明２丁目３番地１２

196 町外 武ダ技建創　株式会社 札幌市白石区中央２条１丁目６番１５号

197 町外 美和電気工業　株式会社　北海道支社 札幌市西区二十四軒１条２丁目４番３８号

198 町外 日本エレベーター製造株式会社　札幌営業所 札幌市北区北６条西６丁目２番地１２

199 町外 北札幌電設　株式会社 札幌市東区北２３条東１丁目１２番７号

200 町外 株式会社　ビケンワーク 登別市新栄町１番地２９

201 町外 株式会社　機械メンテサービス 札幌市厚別区厚別中央四条４丁目１番１号

202 町外 アーストラストエンジニアリング株式会社 札幌市白石区菊水９条２丁目４番１８号

203 町外 株式会社　淺沼組　北海道支店 札幌市豊平区豊平３条１丁目１番５

204 町外 株式会社　道南レミック 苫小牧市新開町３丁目４番３号



205 町外 カワテックス　株式会社 砂川市空知太東１条３丁目２番１０号

206 町外 三菱電機ビルテクノサービス　株式会社　北海道支社 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１

207 町外 株式会社　パイプライン 札幌市清田区北野２条２丁目２３番２１号

208 町外 北海道三祐　株式会社 札幌市北区屯田６条８丁目９番地１２

209 町外 株式会社　トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北１丁目１２番１１号

210 町外 株式会社　後藤曳家工業所 札幌市手稲区新発寒６条１丁目１番６号

211 町外 東日本電信電話株式会社 札幌市中央区大通西１４丁目７番地

212 町外 富士建設工業　株式会社 新潟市北区島見町３３０７番地１６

213 町外 株式会社　電気工事西川組 苫小牧市矢代町２丁目１０番１３号

214 町外 丸彦渡辺建設　株式会社　苫小牧支店 苫小牧市若草町５丁目５番１号

217 町外 旭技研　株式会社 伊達市松ヶ枝町４３番地１５

218 町外 株式会社　ギケン 伊達市長和町３９９番地１

219 町外 長谷川体育施設株式会社　北海道支店 札幌市豊平区中の島１条２丁目２番１５号

221 町外 株式会社　小杉築炉 伊達市松ヶ枝町６１番地９

222 町外 北開技研工業株式会社 札幌市豊平区月寒東３条１５丁目６番３５号

223 町外 日本電設工業　株式会社　北海道支店 札幌市北区北１６条西５丁目２番２２号

224 町外 株式会社　管研 札幌市手稲区新発寒７条１丁目１番２６号

226 町外 株式会社　ロード技研 札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目２番３０号

227 町外 大同電設　株式会社 室蘭市東町２丁目２５番１６号

228 町外 大地コンサルタント　株式会社 旭川市４条西２丁目１番１２号

229 町外 大和リース株式会社　札幌支店 札幌市東区北４２条東１７丁目６-１２

230 町外 株式会社　新興電気 苫小牧市新開町３丁目１０番１号

231 町外 新明和アクアテクサービス　株式会社 兵庫県芦屋市打出町７番１８号

232 町外 株式会社　進興工業 苫小牧市字錦岡７０番地の１３

233 町外 マスプロ電工　株式会社　札幌営業所 札幌市東区北２１条東１６－１－６

234 町外 高砂熱学工業　株式会社　札幌支店 札幌市中央区北３条西４丁目１番地　日本生命札幌ビル

235 町外 株式会社　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

236 町外 ライト工業　株式会社　北海道統括支店 札幌市中央区北六条西１８丁目１番７号

237 町外 株式会社　共和エクシオ　北海道支店 札幌市中央区南２１条西７丁目２番２０号

238 町外 株式会社　室蘭クリーンサービス 室蘭市港北町３丁目３番１５号

239 町外 日本ライナー　株式会社　北海道支店 札幌市西区発寒１６条３丁目１番１９号

240 町外 株式会社　錢高組　北海道支店 札幌市中央区南６条西１３丁目１番２８号

241 町外 沖電気工業　株式会社　北海道支社 札幌市中央区北三条西３丁目１番地４４号

242 町外 株式会社　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９-１

243 町外 株式会社　日進通工 札幌市東区伏古５条５丁目４番１５号

244 町外 恒完工業　株式会社 札幌市中央区北４条西１２丁目１番地

245 町外 株式会社　ダンテック 札幌市東区北１９条東７丁目３番２５号

246 町外 株式会社　丸博野沢組 勇払郡厚真町新町１５５番地

247 町外 住友重機械エンバイロメント株式会社　北海道支店 札幌市中央区大通西４丁目６番８号

248 町外 日本コムシス　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北四条西１５丁目１番地２３

249 町外 株式会社　福森工務店 苫小牧市末広町１丁目１０番２０号

257 町外 株式会社　和泉組 札幌市豊平区豊平４条８丁目１番２５号

258 町外 末廣屋電機　株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市字勇払１２８番地

259 町外 栗林機工　株式会社 室蘭市寿町３丁目４番２号

260 町外 恒星設備　株式会社 札幌市東区北２０条東２２丁目１番１号

262 町外 株式会社　北海道ジーエス・ユアササービス 札幌市白石区菊水７条２丁目８番１３号

263 町外 日鉄鉱コンサルタント株式会社　函館営業所 函館市中道２丁目４９番１１号

264 町外 株式会社　丸斗工業 勇払郡厚真町字厚和６８番地



265 町外 株式会社　ホクセツ 札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号

266 町外 日本ケーブル　株式会社　札幌支店 札幌市中央区宮の森四条一丁目３番３５号

267 町外 協同電気通信株式会社 函館市桔梗２丁目１０番１２号

268 町外 東芝ライテック株式会社　北海道営業部 札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

269 町外 タカハタ建設　株式会社 旭川市本町３丁目４３７番地２３９

270 町外 株式会社　丹青社 東京都港区港南１丁目２番７０号　品川シーズンテラス１９階

272 町外 北海道エア・ウォーター株式会社 札幌市中央区北３条西１丁目２番地

273 町外 大成機工　株式会社 大阪市北区梅田１－１－３－２７００

274 町外 株式会社　データベース 札幌市北区北７条西５丁目８番５号

275 町外 野上技研工業　株式会社 札幌市東区北３４条東１５丁目１番２２号

276 町外 三井住友建設株式会社　北海道支店 札幌市中央区北１条西３丁目３番地

277 町外 三建設備工業　株式会社　北海道支店 札幌市北区北１２条西３丁目１番１５号

278 町外 株式会社　小林舞台システム 恵庭市戸磯７６番地２６

279 町外 鉄建建設　株式会社　札幌支店 札幌市中央区北５条西２丁目５番地

280 町外 株式会社　藤屋 伊達市錦町１２８番地

281 町外 株式会社　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２条西６丁目１７番地

282 町外 株式会社　アサノ大成基礎エンジニアリング　北海道支社 札幌市東区北１８条東１７丁目１番６号

283 町外 株式会社　共和建設 共和町前田４５番地

284 町外 日比谷総合設備株式会社　北海道支店 札幌市中央区北４条西１６丁目１

285 町外 山﨑建設工業　株式会社 札幌市中央区南一条西１９丁目２９１番地

286 町外 株式会社　きんでん北海道支社 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１

287 町外 北海道富士電機　株式会社 札幌市中央区大通東７丁目１番１１８

288 町外 村本建設株式会社　札幌営業所 札幌市東区北８条東３丁目１番１号

289 町外 ヤンマーアグリジャパン株式会社 江別市工栄町１０番地６

290 町外 沖ウィンテック株式会社　北海道支店 札幌市北区北７条西２丁目２０番地

291 町外 不二工営　株式会社 伊達市山下町221番地

292 町外 株式会社　有我工業所 上富良野町中町３丁目２番１号

293 町外 北盛電設　株式会社 札幌市中央区北７条西２０丁目１番１５号

294 町外 東急建設　株式会社　札幌支店 札幌市中央区北三条西一丁目１番地１　札幌ブリックキューブビル

295 町外 株式会社　東日本計装 札幌市東区北４３条東１丁目４番２３号

296 町外 株式会社　北海道ロードサービス 札幌市清田区清田１条３丁目７番５５号

297 町外 株式会社　クボタ　北海道支社 札幌市中央区北三条西三丁目１番地４４

298 町外 共和化工　株式会社　札幌支店 札幌市清田区北野６条１丁目５番１号

299 町外 岩倉建設株式会社　苫小牧本店 苫小牧市木場町２丁目９番６号

300 町外 豊浦建設工業　株式会社 豊浦町字旭町２６番地１

301 町外 綜合警備保障　株式会社　北海道支社 札幌市白石区菊水上町１条２丁目１００番地　綜警札幌ビル

302 町外 有限会社　堀口水道 壮瞥町字滝之町２８６番地５７

303 町外 株式会社　フソウ北海道支店 札幌市中央区北二条西四丁目１番地

304 町外 株式会社　鈴木東建 札幌市西区発寒９条１０丁目２番１０号

305 町外 株式会社　園建 札幌市厚別区大谷地西６丁目２番３号

306 町外 道興建設　株式会社 札幌市南区川沿１７条２丁目２番８号

307 町外 株式会社　クリーンアップ 札幌市中央区南３条西１３丁目３２０番地

308 町外 株式会社　明電舎　北海道支店 札幌市東区北１３条東６丁目１番２３号

309 町外 メタウォーター株式会社　北海道営業所 札幌市中央区北１条東２丁目５－２　札幌泉第一ビル

310 町外 株式会社　朝日工業社　北海道支店 札幌市中央区北１条西１９丁目２－３

311 町外 富士建設　株式会社 室蘭市中央町３丁目５番１３号

312 町外 株式会社　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番地１

313 町外 株式会社　コンステック　札幌支店 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５



314 町外 ジョンソンコントロールズ　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北４条東２丁目８－２　マルイト北４条ビル

315 町外 荒井建設　株式会社　札幌支店 札幌市豊平区平岸４条２丁目７番１０号

318 町外 株式会社　ユニオン・コンサルタント 札幌市北区麻生町７丁目３番１２号

319 町外 北海道パワーエンジニアリング　株式会社 札幌市中央区北４条西１丁目２番地１　共済ビル

320 町外 タニコー株式会社　札幌営業所 札幌市白石区平和通１７丁目南３番１１号

321 町外 株式会社　イコム 札幌市白石区平和通２丁目南２番６号

322 町外 北海道オリオン　株式会社 札幌市白石区本通１８丁目北３番６６号

323 町外 エヌエス環境株式会社　札幌支店 札幌市中央区北１条西１６丁目１番地１２

324 町外 株式会社　大島塗装店 札幌市西区発寒３条２丁目４番１８号

325 町外 北海土建工業　株式会社 苫小牧市栄町２丁目１番２７号

326 町外 扶桑電通　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北１条東１丁目６番５

327 町外 株式会社　日立製作所　北海道支社 札幌市中央区北二条西４丁目１番地

328 町外 共成土木　株式会社 室蘭市中央町２丁目８番２１号

329 町外 株式会社　ナガワ　札幌支店 札幌市東区東雁来３条１－１－１２

330 町外 留寿都建設　株式会社 留寿都村字留寿都４５番地１７

331 町外 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑソリューションズ　ジャパン株式会社　北海道社 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目７－４０

332 町外 日本基礎技術　株式会社　札幌支店 札幌市中央区北３条東８丁目８番地４

333 町外 ヤンマーグリーンシステム　株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号

334 町外 都築電気　株式会社　北海道支店 札幌市中央区南１条東１丁目３番地

335 町外 丸興商事　株式会社 札幌市白石区中央１条５丁目３番２３号

336 町外 株式会社　エヌエイチケイアイテック北海道支社 札幌市白石区東札幌六条４丁目１番１１号

337 町外 東芝エレベータ株式会社　北海道支社 札幌市白石区東札幌４条２丁目１番１号

338 町外 勝幸辰建設株式会社 苫小牧市豊川町２丁目５番５号

339 町外 北第百通信電気　株式会社 札幌市中央区南５条西２２丁目２番１２号

340 町外 パイプ技研工業　株式会社 札幌市東区東雁来６条２丁目１番４３号

341 町外 アイ・エス・アイ興発　株式会社 函館市桔梗３丁目１４番１号

342 町外 株式会社　クリマテック　北海道支店 札幌市中央区北２条西１丁目１番地

343 町外 フルテック　株式会社 札幌市中央区大通東３丁目４番地の３

344 町外 株式会社　電通北海道 札幌市中央区大通西５丁目１１番地１

345 町外 電気興業株式会社　北海道支店 札幌市北区北六条西六丁目２番地

346 町外 東洋ロードメンテナンス　株式会社 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号

348 町外 高橋衛生工業　株式会社 室蘭市知利別町２丁目８番１５号

349 町外 荏原商事　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北四条東二丁目８番２号

350 町外 日新電機　株式会社　北海道支店 札幌市中央区大通西８丁目２番地　住友商事フカミヤ大通ビル

351 町外 日本無線　株式会社　北海道支社 札幌市中央区北３条西７丁目１番地　北海道水産ビル

352 町外 株式会社　日立プラントサービス　北海道営業所 札幌市中央区南１条東３丁目９－２　札幌ＭＩＤビル５Ｆ

353 町外 株式会社　大林組　札幌支店 札幌市中央区北三条西４丁目１番地１

354 町外 株式会社　大川鉄工所 小樽市高島１丁目２番１号

355 町外 株式会社　釧路製作所 釧路市川北町９番１９号

356 町外 大豊建設　株式会社　北海道支店 札幌市豊平区平岸５条１３丁目３番２３号

357 町外 カンエイ実業　株式会社 札幌市中央区南７条西６丁目２８９番地６

358 町外 水ingエンジニアリング株式会社　北海道支店 札幌市中央区北7条西15丁目28番11号

359 町外 株式会社　西原環境　北海道支店 札幌市東区北６条東３丁目３番地１

360 町外 株式会社関電工　北海道支社 札幌市中央区北１条西４丁目１番地２　武田りそなビル３階

361 町外 株式会社　アダマック 札幌市白石区平和通７丁目北１４番２２号

362 町外 株式会社　ニットメンテナンス 札幌市白石区南郷通４丁目北４番２０号

363 町外 システムサービス株式会社 札幌市白石区菊水９条３丁目２番３１号

364 町外 フジクリーン工業　株式会社　札幌支店 札幌市北区7条西1丁目1番2号　SE札幌ビル



365 町外 株式会社　濱建 札幌市中央区北３条東５丁目５番地

366 町外 株式会社　とませい 苫小牧市新開町２丁目２番１０号

367 町外 株式会社　北海道グリーンメンテナンス 札幌市東区北丘珠４条３丁目１０番２０号

368 町外 藤川電設工業　株式会社 旭川市東鷹栖１条２丁目６３５-３４４

369 町外 株式会社　日本防災技術センター 札幌市北区北１０条西４丁目１番地

370 町外 ニチレキ　株式会社　恵庭営業所 恵庭市北柏木町３丁目３４番

371 町外 ＰＦＵ北海道　株式会社 札幌市中央区北三条西二丁目１０番地２

372 町外 日本電気株式会社　北海道支社 札幌市中央区大通西４-１

373 町外 フクタカ工業　株式会社 札幌市豊平区西岡２条１丁目１番４６号

374 町外 文化シヤッターサービス株式会社　北海道サービス支店 札幌市白石区南郷通１６丁目北３番２７号

375 町外 株式会社　新勝工業 伊達市舟岡町１３０番地２

376 町外 株式会社　鶴見製作所　北海道支店 札幌市東区北２０条東１７丁目１番５号

377 町外 富士通ネットワークソリューションズ　株式会社　北海道支店 札幌市中央区北２条西４丁目１番地


