
番号 区分 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　　　　　　　　　所

3 町外 株式会社　伊達浄化センター 伊達市元町44番地

4 町外 高橋清掃　株式会社 室蘭市知利別町2丁目8番15号

5 町外 株式会社　和歌 伊達市梅本町38番地

6 町外 札幌日産自動車株式会社　伊達店 伊達市弄月町239番地5

7 町外 クリーンビル開発株式会社 登別市千歳町２丁目１０番地３

9 町外 まるよし教材 登別市緑町1丁目5番地3

10 町外 コマツカスタマーサポート株式会社　北海道カンパニー 石狩市新港西3丁目737番13号

11 町外 株式会社　アース総研 札幌市白石区菊水元町８条３丁目４番２３号

12 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

13 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３条西３丁目１番地６

14 町外 有限会社　サンポウ物流 苫小牧市表町１丁目４番５号

15 町外 株式会社　ホートク 室蘭市港北町5丁目103番地1

16 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

17 町外 株式会社　道南浄化衛生センター 虻田郡豊浦町字船見町106番地2

18 町外 株式会社　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

20 町外 株式会社　北辰 岩見沢市志文町966番地15

21 町外 株式会社　北炭ゼネラルサービス　環境センター 苫小牧市あけぼの町１丁目３番３号

22 町外 株式会社　ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号

23 町外 株式会社　セキュメント　苫小牧事業所 苫小牧市音羽町２丁目１９番１６号　５０６

24 町外 相合縫製株式会社 札幌市白石区本通10丁目南7番9号

25 町外 北日本コンピューターサービス　株式会社 秋田県秋田市南通築地１５番３２号

26 町外 株式会社　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

27 町外 株式会社　ミルシステムズ 苫小牧市表町１丁目４番５号

28 町外 株式会社　エイチ・アイ・ディ 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2

29 町外 クボタ設備工業株式会社 伊達市山下町160番地14

31 町外 日本衛生株式会社 札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号

32 町外 安全センター株式会社 札幌市中央区北８条西２６丁目３番３号

33 町外 有限会社　富士工芸社 室蘭市中島町4丁目13番4号

34 町外 ソリトン・コム株式会社 札幌市中央区盤渓３６５番地

37 町外 北都鑑定 室蘭市高砂町２丁目１３番２号

38 町外 株式会社　中田商会 室蘭市東町2丁目5番12号

39 町外 株式会社　ズコーシャ　札幌支社 札幌市白石区南郷通2丁目南11番9号　後藤ビル

41 町外 株式会社　竹山　室蘭支店 室蘭市日の出町２丁目１番１４号

42 町外 株式会社　エム・ツー・カンパニー 室蘭市中島町3丁目14－13

43 町外 北海道日興通信株式会社 札幌市中央区大通東7丁目12番地33

44 町外 三和航測株式会社 札幌市白石区本通12丁目南5－18－301

45 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

46 町外 北海航測株式会社 札幌市中央区北3条西17丁目2番地36

47 町外 富士産業株式会社 東京都港区新橋5丁目32番7号　FIビル

48 町外 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内）

49 町外 株式会社　鈴木商会　室蘭事業所 室蘭市東町3丁目1番10号

50 町外 株式会社　三新 札幌市北区北15条西2丁目1番8号

51 町外 株式会社　フジマック　札幌営業所 札幌市西区発寒8条7丁目10番12号

52 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 北海道恵庭市北柏木町３丁目１０８番

53 町外 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 東京都中央区日本橋人形町２丁目１４番１０号

54 町外 株式会社　恵和ビジネス 札幌市中央区南2条西12丁目324番地1号

55 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
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56 町外 株式会社　久保田組　Ｓ＆Ｋ環境ワクチンセンター　苫小牧事業所 苫小牧市字勇払265-32

58 町外 株式会社　ばんけいリサイクルセンター 札幌市白石区本通20丁目北1番15号

59 町外 水ｉｎｇAM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

60 町外 北海道重建機工株式会社 北広島市大曲中央1丁目2番地6

61 町外 北海道川崎建機株式会社　倶知安支店 虻田郡倶知安町字比羅夫216番地7

62 町外 大和産業株式会社 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号

63 町外 道南清掃株式会社 室蘭市東町3丁目2番11号

66 町外 株式会社　栗林商会 室蘭市入江町1番地19

67 町外 有限会社　道南クリーンセンター 室蘭市高平町1番地19

68 町外 株式会社　カナモト　伊達営業所 伊達市長和町６６６番地５号

70 町外 伊達林業機械有限会社 伊達市弄月町68番の3

71 町外 トヨタカローラ苫小牧株式会社　伊達店 伊達市長和町431番地１

72 町外 日本調理機株式会社　北海道支店 札幌市豊平区美園2条6丁目3番14号

73 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

74 町外 株式会社　北都測器 北海道旭川市末広5条4丁目1番4号

76 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

77 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

78 町外 株式会社　ツムラ札幌 札幌市白石区平和通北１０条１１番７号

79 町外 ジャパンエレベーターサービス北海道　株式会社 札幌市豊平区水車町6丁目3番1号

80 町外 空知興産株式会社 滝川市東町１丁目１番９号

81 町外 株式会社　シン技術コンサル 札幌市白石区栄通2丁目8番30号

82 町外 株式会社　北海道アート社 札幌市中央区北4条西6丁目1番地

83 町外 株式会社　データ管理 帯広市西１２条北５丁目４番地４９

84 町外 株式会社　サン・ガーデン 恵庭市西島松５６１番地４

85 町外 株式会社　かわがらす 札幌市中央区北１条東２丁目５-２

86 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

87 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

88 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

89 町外 株式会社サポートシステム　札幌支店 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１番地５

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

91 町外 株式会社　GIS北海道 札幌市中央区南7条西1丁目73番地

92 町外 株式会社　苫小牧清掃社 苫小牧市字糸井402番地14

93 町外 株式会社　サイダ 小樽市奥沢1丁目25番23号

94 町外 株式会社　第一岸本臨床検査センター 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号

95 町外 壮瞥貨物運輸株式会社 有珠郡壮瞥町字滝之町283番地7

96 町外 アズビル金門株式会社　北海道支店 札幌市東区東苗穂3条3丁目2番78号

97 町外 財団法人　北海道農業近代化技術研究ｾﾝﾀｰ 深川市広里町４丁目１番３号

98 町外 北海道エコリサイクルシステムズ株式会社 苫小牧市字柏原6番269

99 町外 リコーリース株式会社　北海道支社 札幌市中央区北2条西1丁目1番地　マルイト札幌ビル8F

100 町外 株式会社　日光印刷 室蘭市寿町2丁目3番1号

101 町外 株式会社　須田製版 札幌市西区二十四軒2条6丁目1番8号

102 町外 ジーエムエイチ後藤被服株式会社　室蘭支店 室蘭市宮の森町４丁目５－９

103 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

104 町外 室蘭ビル管理株式会社　伊達営業所 伊達市長和町５２０番地１０

105 町外 室蘭ビル管理株式会社 室蘭市中島町3丁目2番9号

106 町外 株式会社　札幌ニット 札幌市白石区本郷通４丁目２番９号

107 町外 三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　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

108 町外 株式会社　HBA 札幌市中央区北４条西7丁目1番地８

109 町外 北海道日産自動車株式会社　伊達店 伊達市梅本町39番地40

110 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



111 町外 テスコ株式会社 東京都千代田区西神田１丁目４番５号

112 町外 有限会社　北欧冷機工業 登別市登別東町2丁目15番地7

113 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

115 町外 ネオラックス株式会社 北広島市大曲工業団地６丁目３番地２

116 町外 株式会社サニクリーン北海道　室蘭営業所 室蘭市中島町4丁目6番1号

117 町外 オフィスマシン販売株式会社 室蘭市東町5丁目2番1号

118 町外 株式会社　トヨタレンタリース札幌　伊達店 伊達市末永町44番9

119 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

120 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6号　ＣＭビル

121 町外 NTTファイナンス株式会社　北海道支店 札幌市中央区北１条西１０丁目１番地２１

122 町外 株式会社旭ダンケ　札幌支店 札幌市豊平区月寒中央通１丁目２－１４

123 町外 昇寿チャート株式会社　札幌支店 札幌市中央区北8条西18丁目1番地7

124 町外 有限会社　東京インテリア・クラフト 東京都豊島区巣鴨1丁目14番3号　藤ビル303

125 町外 有限会社　ミニット 札幌市西区発寒１４条１丁目４－１５

126 町外 中央コンピューターサービス株式会社　札幌支社 札幌市北区北７条西１丁目１番２号

128 町外 株式会社　新栄産業 室蘭市寿町１丁目１番１５号

129 町外 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号

130 町外 大丸株式会社　室蘭出張所 登別市新生町1丁目17-1

131 町外 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町９番地３　日本橋相互ビル５０５号室

132 町外 株式会社　札幌ニチエー 札幌市手稲区新発寒5条1丁目1101-35

133 町外 東京防災設備株式会社 札幌市豊平区平岸3条2丁目2番15号

134 町外 株式会社　ホクユウ 苫小牧市泉町１丁目１５番２１号

135 町外 株式会社　つうけんアクティブ　室蘭事業所 室蘭市築地町８９－２４

136 町外 株式会社　北海道システムエンジニアリング 北海道帯広市公園東町3丁目3番地7

137 町外 昭和産業　株式会社 登別市大和町１丁目２番１６

138 町外 キハラ株式会社　北海道営業所 札幌市豊平区西岡5条3丁目8-15

139 町外 ニセコ環境　株式会社 虻田郡倶知安町字峠下

140 町外 株式会社　ニサカ 旭川市8条通9丁目左6号

141 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番地　新大通ビル

142 町外 株式会社　スズケン　室蘭支店 室蘭市宮の森町4丁目22番43号

143 町外 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

144 町外 北電総合設計株式会社 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1　北電興業ビル

145 町外 株式会社　I・TECソリューションズ 苫小牧市表町１丁目１番１１号

146 町外 株式会社　創和　札幌支社 札幌市白石区東札幌１条４丁目3-10　フォレスト東札幌202

147 町外 株式会社　ネイビーズ・クリエイション 札幌市中央区大通東７丁目１８番地２

148 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

149 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１－１

150 町外 株式会社　ベネッセコーポレーション　営業本部 岡山市北区南方三丁目７番１７号

151 町外 株式会社オバリ 北見市小泉３８６番地４

152 町外 株式会社　日総 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番31号

153 町外 株式会社　ミツバ公営企業白老支社 白老町字石山7番地42

154 町外 クボタパイプ北日本株式会社 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号

155 町外 株式会社会議録センター　北海道支社 札幌市北区北8条西6丁目新和ビル

156 町外 室蘭ヤクルト販売株式会社 室蘭市日の出町1丁目20番13号

157 町外 株式会社　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　井門札幌N120ビル7階

158 町外 日鉄住金セメント株式会社 室蘭市仲町64番地

159 町外 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 札幌市中央区北５条西６-２-２札幌センタービル４階

160 町外 株式会社　山一総業 室蘭市中島町３丁目７番１号

161 町外 芙蓉　株式会社 室蘭市寿町３丁目２３番２号

164 町外 ユニオンデーターシステム株式会社 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号



165 町外 ネッツトヨタ苫小牧株式会社　伊達店 伊達市弄月町46番地4

166 町外 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

167 町外 株式会社　東洋食品 東京都台東区東上野1丁目14番4号

168 町外 サンポットエンジニアリング株式会社 札幌市東区本町２条１０丁目１番２５号

169 町外 株式会社トーケミ　札幌営業所 札幌市白石区栄通１５丁目９番３０号

170 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

171 町外 富士建設工業株式会社 新潟市北区島見町3307番地16

172 町外 株式会社　北海道朝日航洋 札幌市西区発寒８条１１丁目３番５０号

173 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

174 町外 有限会社　山下機械店 豊浦町字礼分華73-5

176 町外 山本産業　株式会社 伊達市長和町157番地

180 町外 株式会社　東洋実業　室蘭営業所 室蘭市寿町1丁目5番20号

181 町外 北海道日野自動車株式会社　室蘭支店 登別市栄町1丁目15番地5

182 町外 道南環境保全株式会社 伊達市末永町58番地3

183 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番12号

184 町外 株式会社　アイホー札幌支店 札幌市豊平区西岡4条13丁目14-18

185 町外 ソラーレ株式会社 東京都町田市忠生1-23-25

186 町外 新明和アクアテクサービス株式会社　北海道センター 札幌市西区二十四軒１条７-2-39

187 町外 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 札幌市中央区大通西4丁目1番地

188 町外 有限会社　村上印刷 伊達市弄月町２２５-７

189 町外 どうなん交通株式会社 室蘭市東町３丁目２５番３号

190 町外 道南バス株式会社 室蘭市東町３丁目２５番３号

191 町外 株式会社マテック　苫小牧支店 苫小牧市字弁天５０４番地１７

192 町外 株式会社　北海道モリタ 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号

193 町外 ジェイアクア　株式会社 札幌市南区澄川５条４丁目２番１８号

194 町外 環境クリエイト株式会社 札幌市東区北２０条東２丁目２番３２号

195 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

197 町外 静輪自動車興業株式会社 伊達市松ヶ枝町58番地96

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

199 町外 株式会社　東京法規出版 東京都文京区本駒込2丁目29番22号

200 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番地1

201 町外 株式会社　ほくやく室蘭支店 室蘭市日の出町2丁目1番14号

202 町外 北海道地図株式会社　札幌支店 札幌市白石区菊水4条2丁目1番6号　政陽ビル

203 町外 野外科学　株式会社 札幌市東区苗穂町12丁目2番39号

204 町外 株式会社エコニクス 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目２番１４号

205 町外 安全機器株式会社 札幌市白石区本通6丁目北4番8号

206 町外 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　北海道支社 札幌市北区北8条西3丁目28番地

208 町外 DCMホーマック　株式会社　伊達店 伊達市末永町２９番１

209 町外 日鋼検査サービス株式会社 室蘭市茶津町4番地1

210 町外 アートシステム　株式会社 札幌市白石区本通１７丁目南５番１５号

211 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

212 町外 サン総合管理株式会社 札幌市中央区南7条西5丁目289番地54

213 町外 ナブコシステム株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市日新町1丁目６番１９号

214 町外 日立建機日本株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市新開町三丁目2番1号

215 町外 株式会社　上田商会 登別市新川町2丁目5番地1

217 町外 日本事務器　株式会社 東京都渋谷区本町3-12-1

219 町外 キャノンメディカルシステムズ株式会社　札幌支店 札幌市東区本町２条２丁目３番６号

220 町外 有限会社　慶信クリーンサービス　伊達支店 伊達市南稀府町２７０番地９９

221 町外 有限会社　キハラ 伊達市網代町35番地

222 町外 木原電気管理事務所 伊達市網代町35番地



223 町外 北海道エア・ウォーター株式会社　室蘭支店 室蘭市港北町1丁目2-20

224 町外 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1-1　日本生命札幌ビル20階

225 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

226 町外 株式会社　マルゼン　苫小牧営業所 苫小牧市末広町1丁目9-4

227 町外 公益財団法人　北海道学校給食会 札幌市西区八軒９条西１１丁目１－５５

228 町外 EY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1-2武田りそなビル

229 町外 株式会社　内田洋行ＩＴソリューションズ 札幌市中央区北１条東４丁目１番地１　サッポロファクトリー１条館

230 町外 株式会社　クラーク総合通商 千歳市本町１丁目１番地１

231 町外 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 札幌市北区北７条西４丁目３番地１　晋北海道ビル

232 町外 株式会社　小林舞台システム 恵庭市戸磯７６番地２６

233 町外 株式会社　丹青社 東京都港区港南１丁目２番７０号

234 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

235 町外 株式会社　テクノラボ 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目１番１０号

236 町外 シンレキ工業株式会社　北海道事業所 岩見沢市栗沢町由良244番地18

237 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

238 町外 一級建築士事務所　株式会社　ビックウォーク 栄町ポロ市北区新琴似８条１丁目６２５番地　エスカイア麻布2-313

239 町外 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１

240 町外 富士通リース株式会社　北海道支店 札幌市中央区北2条西４丁目１番地

241 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１２番９

242 町外 北海道給食資材株式会社 札幌市中央区南17条西6丁目2番8号

243 町外 大成機工株式会社　北海道営業所 札幌市中央区北2条西2丁目41番地

244 町外 陣上工業　株式会社 室蘭市仲町１６番地

245 町外 株式会社　モノリス 室蘭市仲町１２番地

246 町外 日道電建　株式会社 札幌市北区新川２条１０丁目１番２２号

248 町外 北海道ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ株式会社　道南営業所 伊達市松ヶ枝町65番地6

249 町外 風の株式会社 伊達市松ヶ枝町６５番地

250 町外 北海道いすゞ自動車株式会社　室蘭支店 室蘭市寿町3丁目16番5号

251 町外 株式会社　環境科学研究所 函館市西桔梗町２８番地の１

252 町外 株式会社エルム楽器　室蘭支店 室蘭市中島町１丁目１９番地２号

253 町外 不二工営株式会社 伊達市山下町221番地

254 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

255 町外 株式会社　トラスト技研 札幌市豊平区平岸1条13丁目4番1号

256 町外 株式会社オリエンタルコンサルタンツ北海道支社 札幌市北区北19条西3丁目2番16号

257 町外 株式会社　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　ドコモ北海道ビル

258 町外 ホシザキ北海道株式会社　室蘭営業所 室蘭市東町2丁目8-7　ADビル2階

259 町外 株式会社キャンサースキャン 東京都品川区西五反田2丁目8番1号

260 町外 株式会社旭川ビニール 旭川市神楽4条14丁目1番5号

261 町外 東和E&C株式会社 札幌市東区北41条東8条2番25号

262 町外 株式会社　セラビ 札幌市東区本町１条９丁目２番４号

263 町外 株式会社ムサシ　札幌支店 札幌市北区北12条西3丁目1番15号

264 町外 北海道リース　株式会社　苫小牧支店 苫小牧市表町２丁目１番７号

265 町外 株式会社　北日本技術コンサル 札幌市豊平区中の島2条3丁目1番3号

266 町外 株式会社ジャパンエニックス　札幌営業所 札幌市東区東苗穂町３－４－１８

267 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

268 町外 株式会社北海道山有 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号

269 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

270 町外 株式会社　和光商会 室蘭市輪西町2丁目1番12号

272 町外 キョウワ株式会社　札幌支店 北広島市北の里７番地１

274 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

275 町外 北海道運搬機株式会社　室蘭支店 室蘭市本輪西町1丁目2番4号



276 町外 株式会社　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（サンメモリア）

277 町外 三協フロンテア株式会社　札幌支店 札幌市中央区大通東7丁目12ﾉｰｽｼﾃｨﾃｸﾉﾋﾞﾙ5Ｆ

278 町外 凸版印刷株式会社　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

279 町外 株式会社　元創　札幌オフィス 札幌市中央区南１条東２丁目８－１　サンシティービル502

280 町外 株式会社　ＧＩＣ　Ｊａｐａｎ 札幌市中央区宮の森３条１１丁目１番３４号

281 町外 株式会社　ホクミコンサル 札幌市豊平区平岸1条13丁目4番1号

282 町外 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 隈元氏中央区九品寺一丁目５番１１号

283 町外 株式会社　サーベイリサーチセンター　北海道事務所 札幌市中央区北１条東２丁目５番３号

284 町外 株式会社　富士食品 札幌市東区北19条東22丁目1番28号

285 町外 第一金属株式会社 室蘭市東町3丁目1番5号

286 町外 北海道クリーン・システム　株式会社 札幌市中央区北２条西２丁目１５番地

287 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

288 町外 日通商事　株式会社　札幌支店 札幌市中央区北３条西１６丁目１番地９

289 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

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

291 町外 株式会社データホライゾン　 広島県広島市西区草津新町１丁目２１番３５号広島ミクシス・ビル

292 町外 株式会社　ジェンテック 札幌市豊平区平岸４条７丁目１１番１５号

293 町外 ワタミファーム＆エナジー株式会社 東京都大田区羽田一丁目１番３号

296 町外 株式会社　会議録研究所 東京都新宿区市谷八幡町16番

297 町外 株式会社　オーレンス 野付郡別海町別海旭町48番地1

298 町外 株式会社　東浜コンクリート工業所 伊達市長和町197番地6

301 町外 株式会社　ゼンリン札幌営業所 札幌市中央区大通西１２丁目４

304 町外 三菱ふそうトラック・バス株式会社　苫小牧支店 苫小牧市あけぼの町2丁目２番６号

305 町外 タニコー株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市元中野町三丁目６番２７号

306 町外 株式会社　ダスキン洞爺 伊達市松ヶ枝町58番地6

307 町外 有限会社　森教材店 室蘭市日の出町3丁目4番1号

308 町外 株式会社　通電技術 札幌市白石区平和通２丁目北１１番２０号

309 町外 株式会社　總北海　札幌支社 札幌市東区北21条東1丁目4番6号

310 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

311 町外 株式会社　ナガワ　伊達営業所 伊達市松ヶ枝町３０番地１０

312 町外 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　ﾍﾙｽｹｱｶﾝﾊﾟﾆｰ札幌営業所 札幌市中央区南３条西１０丁目１００１-５　福山南３条ビル３Ｆ

313 町外 株式会社　道銀地域総合研究所 札幌市中央区大通西４丁目１番地

314 町外 扶桑電通株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市表町2丁目1番7号

315 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

316 町外 株式会社　日本経営情報システム 札幌市豊平区平岸２条５丁目２番１４号　第５平岸グランドビル６０１号

317 町外 有限会社　室蘭コピーセンター 室蘭市東町2丁目23番8号

318 町外 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　公共事業本部北海道支店 札幌市中央区大通西６丁目１番地

319 町外 株式会社　八州機電 札幌市西区琴似2条2丁目4番10号

320 町外 株式会社　ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋2丁目1番4号　日東九段ビル6階

321 町外 潮物産株式会社　室蘭営業所 室蘭市東町３丁目２６番１７号　第二山本ビル

322 町外 株式会社　つうけんアドバンスシステムズ 札幌市白石区本通１９丁目南６番８号

323 町外 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社　北海道支店 札幌市中央区北4条西6丁目1-1　毎日札幌会館8階

325 町外 時田自工株式会社 伊達市梅本町4番地24

326 町外 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市中央区大通西三丁目11番地

329 町外 留寿都建設株式会社 虻田郡留寿都村字留寿都４５番地１７

331 町外 札幌トヨタ自動車株式会社　伊達店 伊達市梅本町38番地1

333 町外 株式会社　北川鉄工所 滋賀県彦根市鳥居本町1258番地

334 町外 日本工営株式会社　札幌支店 札幌市中央区北五条西六丁目２番地

335 町外 株式会社　HDC 札幌市中央区南1条西10丁目2番地　南１条道銀ビル

336 町外 シンコースポーツ株式会社　北海道支店 札幌市中央区北二条西１－１０‐７０１



337 町外 株式会社　イビソク　札幌営業所 札幌市中央区南4条西13丁目1番35号　3階

338 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番40号

339 町外 リコージャパン株式会社　北海道支社　公共営業部 札幌市北区北7条西2丁目8番1号

340 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

341 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

342 町外 株式会社　ムトウ　室蘭支店 室蘭市中島町4丁目7番11号

343 町外 アジア航測株式会社　札幌営業所 札幌市中央区宮の森２条１丁目７番２号　ＫＬビル

344 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

345 町外
キャノンシステムアンドサポート株式会社　北海道南営業部　苫小牧営業
所

苫小牧市表町五丁目4番7号

346 町外 株式会社　ヤマツ室蘭営業所 室蘭市日の出町２丁目３番１号

348 町外 株式会社　室蘭菱雄 室蘭市寿町３丁目２２番１号

349 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

350 町外 東テク北海道　株式会社　 札幌市東区伏古3条3丁目2番1号

351 町外 株式会社　ファイバーゲート 札幌市中央区南１条西８丁目１０－３

352 町外 フルテック株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市緑町2丁目7番11号

353 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

354 町外 ソリマチ株式会社 新潟県長岡市表町1丁目4番地24

355 町外 有限会社　サイシン広告 埼玉県秩父市下影森４０５７番地１１

356 町外 有限会社　フォーユー 伊達市元町44番地

357 町外 株式会社　河合楽器製作所　苫小牧店 苫小牧市木場町1丁目10番13号　苫小牧駅北口ビル

358 町外 株式会社　トマウェーブ 苫小牧市字勇払285番地1

359 町外 富士ゼロックス北海道　株式会社 札幌市中央区大通西6丁目1番地

360 町外 株式会社　マルチテックス 札幌市白石区菊水元町3条2丁目3番21号

361 町外 株式会社　札幌標板製作所 札幌市東区北28条東1丁目2番10号

362 町外 ワタキューセイモア株式会社　北海道支店 小樽市新光5丁目13番3号

363 町外 都築電気株式会社　室蘭営業所 室蘭市中島町2丁目17番15号　第2小がねビル

365 町外 公益社団法人　北海道ろうあ連盟 札幌市中央区北２条西７丁目１

366 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

367 町外 ソーダニッカ株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市表町2丁目1番1号　王子不動産センタービル

368 町外 ＵＤトラックス北海道株式会社　室蘭支店 登別市大和町1丁目12番地

369 町外 第一法規株式会社 東京都港区南青山2丁目11番17号

370 町外 株式会社　吉岡経営センター 札幌市中央区北６条西２４丁目１－３０

371 町外 総合商研　株式会社 札幌市東区東苗穂２条３丁目４－４８

372 町外 システムバンク株式会社 札幌市中央区大通西８丁目２番地

374 町外 富士通株式会社　北海道支社 札幌市中央区北２条西４丁目１番地

376 町外 株式会社　日立プラントサービス　北海道事業所 札幌市中央区南1条東3丁目9番2号

377 町外 株式会社　美唄未来開発センター 美唄市字茶志内７２６番２

378 町外 株式会社　日本サーモエナー　北海道支社 札幌市東区北２５条東１６丁目1番地3号

379 町外 東洋計器株式会社　札幌支店 札幌市中央区大通西7丁目2-2

380 町外 株式会社　パスコ　札幌支店 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地７３

381 町外 荏原商亊株式会社　北海道支店 札幌市中央区北四条東2丁目8番2号

382 町外 伊達環境管理株式会社 伊達市末永町58番地10

383 町外 北海道グローリー株式会社　苫小牧営業所 苫小牧市元中野町３丁目６番２７号

384 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

385 町外 札幌トヨペット株式会社　伊達店 伊達市末永町33番地5

386 町外 太平ビルサービス株式会社　札幌支店 札幌市中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階

387 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

388 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

389 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

390 町外 有限会社　さんぱい 室蘭市日の出町３丁目３番３号



391 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

392 町外 株式会社　サン高千穂 札幌市白石区本通16丁目北1番20号

393 町外 北海道エネルギー株式会社　道南支店　室蘭営業所 室蘭市港北町1丁目5番3号

394 町外 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

395 町外 バイオマスリサーチ株式会社 帯広市東２条南４丁目１０番地

396 町外 株式会社　エム・アイ・システム 札幌市東区本町1条1丁目1番21号

397 町外 株式会社　帝国データバンク　苫小牧支店 苫小牧市旭町4丁目1番18号

399 町外 一般社団法人　日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町1-10　保健会館新館

400 町外 株式会社　NICHIJO 札幌市手稲区曙５条５丁目１番１０号

401 町外 株式会社ウェルクル　札幌支店 札幌市中央区大通西9丁目3－33　キタコーセンタービルディング8階

402 町外 日本キャタピラー合同会社　苫小牧営業所 苫小牧市新明町4丁目1番1号

403 町外 開発工建　株式会社 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地

404 町外 株式会社　富士計器 釧路市星が浦大通4丁目5番51号

405 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

406 町外 株式会社クリエート工房 札幌市中央区大通西16丁目2番3

407 町外 株式会社　パレオ・ラボ 埼玉県戸田市下前１丁目13番22号

408 町外 株式会社　とませい　　 苫小牧市新開町2丁目2番10号

409 町外 株式会社　日本防災技術センター　室蘭営業所 室蘭市母恋南町４丁目７３番地３７

412 町外 株式会社　環境リサーチ 札幌市豊平区中の島２条９丁目１番１号

413 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 札幌市中央区北二条西四丁目１番地

414 町外 有限会社　札幌第一こどものとも社 札幌市中央区大通西１７丁目１－７

415 町外 特定非営利活動法人グローバル教育推進機構　札幌支部 札幌市中央区南２条７－１－５　２・７ビル２階

416 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

417 町外 北海道管材株式会社 札幌市北区新川４条４丁目１番４０号

418 町外 大昭通信機サービス　株式会社 札幌市西区発寒十二条２-８－２３

419 町外 PFU北海道株式会社 札幌市中央区北3条2丁目10番地2

420 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

421 町外 都築テクノサービス株式会社　北海道支店　室蘭営業所 室蘭市中島町3丁目17番15号

423 町外 株式会社カンディハウス　道央支店 札幌市東区北１３条東１丁目１－１５


