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物品 1000003746 アートシステム　株式会社 札幌営業部長　樋口　嘉樹
札幌市白石区本通17丁目南5番
15号

物品 1000003354 アールケイリンクス　株式会社 代表取締役　長谷川　累偉
札幌市中央区北4条東2丁目8番
6号

物品 1000002486 會澤高圧コンクリート　株式会社 代表取締役　會澤　祥弘
日高郡新ひだか町静内中野町1
丁目13番8号

物品 1000001819 愛知時計電機　株式会社　札幌支店 支店長　橋本　一浩
札幌市中央区大通西15丁目2番
地9

物品 1000001366 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号

物品 1000001877 株式会社　アイネス　北海道支社 支社長　今井　孝広 札幌市中央区大通西9丁目3

物品 1000002208 株式会社　アイホー　札幌支店 支店長　若松　良一
札幌市豊平区西岡4条13丁目14
番18号

物品 1000002349 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清
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

物品 1000003337 浅川通信　株式会社 代表取締役　矢部　孝治
札幌市東区苗穂町13丁目1番23
号

物品 1000003736
浅野環境ソリューション　株式会社
北海道営業所

所長　北出　修一
札幌市中央区北1条西2丁目9番
地

物品 1000002414
アサヒプリテック　株式会社　札幌営
業所

所長　中村　将司
北広島市大曲工業団地6丁目2
番地11

物品 1000002054 アジア航測　株式会社　札幌営業所 所長　舘野　英浩
札幌市中央区宮の森2条1丁目7
番2号　KLビル

物品 1000003742 株式会社　アシスト 代表取締役　木村　富津夫 北広島市北の里22番2号

物品 1000002951 株式会社　アシストワンエナジー 代表取締役　深川　政和
札幌市中央区北4条西2丁目1番
地1　カメイ札幌駅前ビル9階

物品 1000001274
アズビル金門　株式会社　北海道支
店

支店長　渡辺　栄司
札幌市東区東苗穂3条3丁目2-
78

物品 1000002548
アトラス情報サービス　株式会社　北
海道事業所

所長　松田　和広
札幌市中央区大通西9丁目3番
地33

物品 1000003761 アビックラボ　株式会社 代表取締役　花田　功
札幌市中央区南4条西13丁目1
番26号

物品 1000002525 阿部商事　株式会社 代表取締役　阿部　明弘 苫小牧市柳町2丁目1番1号

物品 1000002259 安全機器　株式会社 代表取締役　村上　寛
札幌市白石区本通6丁目北4番8
号

物品 1000001699 株式会社　池下電設 代表取締役　池下　誠一
札幌市豊平区月寒東2条7丁目
14番1号

物品 1000002550 株式会社　イコム 代表取締役　近藤　保
札幌市白石区平和通2丁目南2
番6号

物品 1000001939
石垣メンテナンス　株式会社　北海道
支店

支店長　村國　英行
札幌市中央区南1条東2丁目8番
地2

物品 1000003758
一級建築士事務所　株式会社　ビック
ウォーク

代表取締役　猿田　秀樹
札幌市北区新琴似8条1丁目625
番地エスカイア麻布2-313

物品 1000002191 株式会社　伊藤医科器械店 代表取締役　橋詰　晴美
札幌市中央区北6条西23丁目1
番24号

物品 1000001674 株式会社　イワクラ 代表取締役　岡本　泰雄 苫小牧市晴海町23番地1

物品 1000002351 岩倉商事　株式会社 代表取締役社長　岩倉　圭彦 苫小牧市末広町3丁目9番21号

物品 1000002479 岩崎電子　株式会社 代表取締役　岩崎　充佳
札幌市中央区南2条西3丁目11
番地

物品 1000002062 株式会社　インテック　札幌センター 所長　松田　達夫
札幌市東区北12条東5丁目1番
13号

物品 1000003753 株式会社　ウェルク　サッポロシテン 支店長　畑澤　大輔
札幌市中央区大通西9丁目3番
33号きたこーｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ8Ｆ

物品 1000002098
株式会社　内田洋行ITソリューション
ズ

取締役　執行役員　地域事業本部
北海道支店長　小林　義雄

札幌市中央区北1条東4丁目1番
地1　ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ1条館

物品 1000002213 株式会社　映音 代表取締役　佐々木　忠繁
札幌市豊平区平岸2条1丁目6番
18号

物品 1000002074 株式会社　ＨＤＣ 代表取締役　西山　秀樹
札幌市中央区南1条西10丁目2
番地　南1条道銀ビル

物品 1000001459 株式会社　ＨＢＡ
代表取締役執行役員社長　伊藤
尚樹

札幌市中央区北4条西7丁目1番
地8

物品 1000002101
株式会社　エイチ・ビー・シー・フレック
ス

代表取締役社長　小野垣　親士
札幌市中央区南7条西1丁目13
番地73

物品 1000002673 株式会社　ＳＥウイングズ 代表取締役　梅田　幸治 苫小牧市字弁天504番地4
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物品 1000003356 株式会社　エスイーシー 代表取締役社長　永井　英夫 函館市末広町22番1号

物品 1000002325 株式会社　エスエスイー　札幌事務所 所長　佐藤　英樹
札幌市北区北7条西5丁目7-1
札幌北スカイビル8階

物品 1000001390
ＮＥＣキャピタルソリューション　株式
会社

北海道支店長　松川　裕一
札幌市中央区大通西4丁目1番
地

物品 1000001393
ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社　北海
道支店

支店長　鈴木　斉
札幌市中央区大通西4丁目1番
地

物品 1000001257
ＮＥＣフィールディング　株式会社　函
館支店

函館支店長　小野　報 函館市五稜郭町1番14号

物品 1000001861
株式会社　エヌエイチケイアイテック
北海道支社

支社長　高見　哲也
札幌市白石区東札幌6条4丁目1
番11号

物品 1000001891 株式会社　ＮＴＴドコモ　北海道支社 法人営業部長　大西　秀明
札幌市中央区北1条西14丁目6
番地　ドコモ北海道ビル

物品 1000001650 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 代表取締役　髙橋　庸人
札幌市中央区大通西14丁目7番
地

物品 1000001850 株式会社　荏原製作所　北海道支社 支社長　富永　純一
札幌市白石区本通19丁目北1番
25号

物品 1000002269 株式会社　エム・アイ・システム 代表取締役　近野　務
札幌市東区本町1条1丁目1番21
号

物品 1000002064
大崎データテック　株式会社　札幌営
業所

所長　鳥井　幸一郎
札幌市中央区南2条東2丁目9-8
大都ビル5Ｆ

物品 1000002076 株式会社　大塚商会　札幌支店 支店長　村田　守 札幌市中央区北1条西3丁目2

物品 1000002218
株式会社　オーテック　システム事業
本部北海道支店

支店長　佐久間　和浩
札幌市東区北23条東21丁目1番
5号

物品 1000003379 株式会社　大原鉄工所　北海道支店 支店長　佐藤　啓一
石狩市新港南3丁目700番地30
号

物品 1000003381 株式会社　オーヤラックス　札幌支店 支店長　小林　正志 札幌市中央区南1条東2丁目8-1

物品 1000002557 株式会社　オーレンス 代表取締役　高橋　武靖 野付郡別海町別海旭町48番地1

物品 1000003380 株式会社　オガワ 代表取締役　三浦　朝光 函館市田家町5番34号

物品 1000002289
沖ウィンテック　株式会社　北海道支
店

支店長　野本　浩
札幌市北区北7条西2丁目20番
地

物品 1000001259 沖電気工業　株式会社　北海道支社 支社長　桑原　邦佳
札幌市中央区北3条西3丁目1番
地44号

物品 1000002434
株式会社　オリエンタルコンサルタン
ツ　北海道支店

支店長　小林　賢一
札幌市北区北19条西3丁目2番
16号

物品 1000001262
株式会社　会議録センター　北海道
支社

支社長　丸山　聡史
札幌市北区北8条西6丁目2番地
新和ビル

物品 1000001263 開発工建　株式会社 代表取締役　奈良　和康
岩見沢市幌向北1条2丁目580番
地

物品 1000003767
株式会社　河合楽器製作所　苫小牧
店

店長　城　和久
苫小牧市木場町1丁目10-13　苫
小牧駅北口ビル

物品 1000001268 河村薬品　株式会社 代表取締役　里見　靖
札幌市東区北8条東8丁目2番1
号

物品 1000001755 カンエイ実業 株式会社 代表取締役　坂下　修
札幌市中央区南7条西6丁目289
番地6

物品 1000002231 環境開発工業　株式会社 代表取締役　長谷川　徹 北広島市北の里41番地27

物品 1000001702 北第百通信電気 株式会社 代表取締役　渡辺　敏郎
札幌市中央区南5条西22丁目2
番12号

物品 1000003360 株式会社　北日本ターフマネジメント 代表取締役　阪内　和也 千歳市富士3丁目7番2号

物品 1000002128
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

部長　川﨑　浩照 苫小牧市表町5丁目4番7号

物品 1000001273 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　狩野　啓治
札幌市中央区北5条西6-2-2　札
幌センタービル4階

物品 1000001768 共和化工 株式会社　札幌支店 支店長　一見　真利
札幌市清田区北野6条1丁目5番
1号

物品 1000002311 キョウワ　株式会社　札幌支店 支店長　三島　芳夫 北広島市北の里7番地1

物品 1000001811
極東サービス　株式会社　北海道出
張所

北海道出張所所長　荒井　武史
札幌市東区北35条東9丁目2番
28号　ＮＨ35-301号室

物品 1000001279
クボタ環境サービス　株式会社　北海
道支店

支店長　佐藤　厚彦
札幌市中央区北3条西3丁目1番
地6

物品 1000003332
クボタ機工　株式会社　北海道営業
所

所長　樋口　猛
札幌市中央区北3条西3丁目1番
地44
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物品 1000001278 株式会社　クボタ　北海道支社 支社長　河地　泰則
札幌市中央区北3条西3丁目1番
地44

物品 1000002234 クリタ・ケミカル北海道　株式会社 代表取締役　氏家　英聡
札幌市白石区菊水元町5条1丁
目2番12号

物品 1000001285 株式会社　恵和ビジネス 代表取締役　渡辺　淳也
札幌市中央区南2条西12丁目
324番地1

物品 1000002541 神戸綜合速記　株式会社　札幌支店 支店長　武澤　清文
札幌市中央区大通西1丁目14番
2号　桂和大通ビル50　9階

物品 1000001287 国際航業 株式会社　北海道支店 支店長　梅原　亮介 札幌市北区北7条西7丁目1番地

物品 1000001294 株式会社　コトブキ　札幌支店 支店長　大野　雅広
札幌市中央区大通東2丁目3番
地　第36桂和ビル

物品 1000001288
小林クリエイト　株式会社　札幌営業
所

所長　鈴木　厚一
札幌市中央区大通西9丁目1番1
号

物品 1000001289 株式会社　小林舞台システム 代表取締役　小林　正志 恵庭市戸磯76番地26

物品 1000001291
コマツカスタマーサポート　株式会社
北海道カンパニー

社長　松元　秀憲 石狩市新港西3丁目737番13号

物品 1000003738 株式会社　サイダ 代表取締役　齋田　義孝 小樽市奥沢1丁目25番23号

物品 1000002447 札幌斉藤木材　株式会社 代表取締役　髙橋　晃裕
札幌市白石区菊水元町7条2丁
目6番1号

物品 1000001299 札幌水材　株式会社 代表取締役　藤田　斉
札幌市中央区北10条西20丁目2
番3号

物品 1000002390 有限会社　札幌速記事務所 代表取締役　髙田　誠
札幌市中央区北4条西16丁目1-
3　栗林幌西ビル510号

物品 1000002346 株式会社　札幌トランジスター 代表取締役　横田　圭介
札幌市中央区北5条西21丁目4
番12号

物品 1000002514 札幌日産自動車　株式会社 代表取締役　杉本　亙
札幌市中央区大通西17丁目1番
地23

物品 1000002157 株式会社　札幌ニット 代表取締役　武田　久
札幌市白石区本郷通4丁目南2
番9号

物品 1000001306 株式会社　札幌標板製作所 代表取締役　小藤田　良彦
札幌市東区北28条東1丁目2番
10号

物品 1000001881 株式会社　サンコー 代表取締役　寺西　保
札幌市清田区北野2条3丁目11
番22号

物品 1000001303 株式会社　三新 代表取締役社長　渡辺　修
札幌市北区北15条西2丁目1番8
号

物品 1000001982 株式会社　ＧＩＳ北海道 代表取締役　白川　彰
札幌市中央区南7条西1丁目73
番地　第3弘安ビル内

物品 1000003455
株式会社　ジェイエスキューブ　東日
本サービス部

部長　村上　文也
札幌市西区二十四軒4条1丁目1
番30号

物品 1000002214 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜
札幌市白石区菊水9条3丁目2番
31号

物品 1000001845 システムバンク　株式会社 代表取締役　屋代　敦男
札幌市中央区大通西8丁目2番
地

物品 1000002480
蛇の目ミシン工業　株式会社　札幌支
店

地区課長代表者　濱尾　守 札幌市白石区本通3丁目北1-21

物品 1000002071 十全株式会社　札幌支店 支店長　長内　薫
札幌市中央区南1条西6丁目15
番1号

物品 1000001710 株式会社　昭和プラント 代表取締役　山田　力也
札幌市北区新川4条3丁目3番7
号

物品 1000001313 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋
札幌市中央区北8条西20丁目2
番15号

物品 1000001315 株式会社　シン技術コンサル 代表取締役　志村　一夫
札幌市白石区栄通2丁目8番30
号

物品 1000002467 新興サービス　株式会社 北海道支店長　下山　厚司
札幌市中央区北3条東8丁目砂
子ビル4階

物品 1000003763 シンコースポーツ北海道株式会社 代表取締役　石崎　克己
札幌市中央区北2条西1丁目10
番地

物品 1000002066 株式会社　新生　苫小牧・室蘭支社 支社長　石部　昌弘
苫小牧市若草町3丁目2-7　大東
若草ビル2Ｆ

物品 1000002115 新日本工業　株式会社　札幌支店 支店長　阿部　諭貴生
札幌市中央区南1条西11丁目
327-8

物品 1000001318 株式会社　須田製版　苫小牧支店 支店長　川崎　直人 苫小牧市春日町3丁目14番18号

物品 1000003363 株式会社　ステリサイクル北海道 代表取締役　ロバート・ガイス 石狩市新港南3丁目703番地34

物品 1000002579 株式会社　ストーク 代表取締役　阿部　壮一
札幌市東区北8条東8丁目2番1
号　八条ビル3階
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物品 1000002483 スポーツ施設北海道　株式会社 代表取締役　水谷　透
札幌市白石区南郷通1丁目北6
番20-703号

物品 1000002338
セイコータイムシステム　株式会社
札幌営業所

所長　浅尾　正広
札幌市中央区大通西16丁目3番
地12　錦興産大通りビル7Ｆ

物品 1000001321 西進商事　株式会社　北海道営業所 所長　石塚　浩光
札幌市中央区北2条西1丁目10
（ピア2・1ビル）

物品 1000002127 株式会社　セラビ 代表取締役　時岡　一秀
札幌市東区本町1条9丁目2番4
号

物品 1000001322
綜合警備保障　株式会社　北海道支
社

支社長　本川　哲久
札幌市白石区菊水上町1条2丁
目100番地　綜警札幌ビル

物品 1000002933 総合商研　株式会社 代表取締役　加藤　優
札幌市東区東苗穂2条3丁目4番
48号

物品 1000002474 相合縫製　株式会社 代表取締役　笠原　祥史
札幌市白石区本通10丁目南7番
9号

物品 1000001325 株式会社　總北海　札幌支社 支社長　片山　政嗣
札幌市東区北21条東1丁目4番6
号

物品 1000002585 株式会社　創和　札幌支社 支社長　菅原　敏幸
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

物品 1000001324
ソーダニッカ　株式会社　苫小牧営業
所

所長　溝口　勝雄
苫小牧市表町2-1-1　王子不動
産センタービル

物品 1000002353 ソリトン・コム　株式会社 代表取締役　野田　竜也 札幌市中央区盤渓365番地

物品 1000002413 第一環境　株式会社　北海道支店 支店長　松田　裕司
札幌市西区八軒6条東1丁目4番
14号

物品 1000001365
株式会社　第一岸本臨床検査セン
ター

代表取締役　二宮　滋
札幌市東区伏古7条3丁目5番10
号

物品 1000002058 富士ゼロックス北海道　株式会社 公共営業部長　國吉　玲径
札幌市中央区大通西6丁目1番
地

物品 1000001328 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市北丘珠5条4丁目3番1号

物品 1000002240 大成機工　株式会社　北海道営業所 所長　吉国　浩二
札幌市中央区北2条西2丁目41
番地

物品 1000001399
大陽日酸北海道　株式会社　苫小牧
事業所

所長　伊藤　太郎 苫小牧市字柏原32-38

物品 1000001332 大和リース　株式会社　札幌支店 支店長　前田　博之
札幌市東区北42条東17丁目6番
12号

物品 1000001339 伊達林業機械　有限会社 代表取締役　根子　洋一 伊達市弄月町68番地の3

物品 1000001342 タニコー　株式会社　苫小牧営業所 所長　守屋　孝
苫小牧市元中野町3丁目6番27
号

物品 1000002067
中央コンピューターサービス　株式会
社　札幌支社

支社長　谷田　浩一
札幌市北区北7条西1丁目1番2
号

物品 1000002455
株式会社　千代田テクノル　札幌営業
所

所長　東山　貴之
札幌市中央区北1条東2丁目5番
地2

物品 1000003755
株式会社　つうけんアドバンスシステ
ムズ

代表取締役　井原　正人
札幌市白石区本通19丁目南6番
8号

物品 1000002454 株式会社　通電技術 代表取締役　三野　仁
札幌市白石区平和通2丁目北11
番20号

物品 1000002586 株式会社　ツムラ札幌 代表取締役　庄司　登志幸
札幌市白石区平和通10丁目北
11番7号

物品 1000001345 鶴巻工業　株式会社 代表取締役　鶴巻　孝明
札幌市東区北丘珠4条4丁目1番
1号

物品 1000002986 株式会社　ディーソル　北海道営業所 所長　佐藤　信彦 札幌市中央区北2条西2丁目34

物品 1000002356
株式会社　デイケイケイサービス北海
道

代表取締役　黒谷　光芳 苫小牧市ときわ町4丁目9番1号

物品 1000002241
株式会社　帝国データバンク　苫小牧
支店

支店長　二瓶　則雄 苫小牧市旭町4-1-18

物品 1000002242 帝商　株式会社　北海道営業所 所長　伊藤　昌弘
札幌市東区北7条東3丁目28番
32

物品 1000002345 株式会社　データ管理 代表取締役　西山　隆弘 帯広市西12条北5丁目4番地49

物品 1000001511 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘
札幌市北区北7条西5丁目8番5
号

物品 1000002079 株式会社　テクノス北海道 代表取締役　吉本　宏明 旭川市忠和4条7丁目4番10号

物品 1000003739 デュプロ万博　株式会社 代表取締役　石黒　春雄
札幌市中央区南18条15丁目2番
14号

物品 1000002890 株式会社　電通北海道 代表取締役社長　井上　幸三
札幌市中央区大通西5丁目11番
地1
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物品 1000003751
東京コンピューターサービス　株式会
社　札幌支店

支店長代理　桑山　則之
札幌市中央区北1条西7丁目4番
地

物品 1000001370 東京防災設備　株式会社　千歳支店 支店長　鈴木　健支 千歳市新富1丁目23番5号

物品 1000003526
東芝インフラシステムズ　株式会社
北海道支社

統括責任者　佐川　文彦
札幌市西区琴似４条２丁目１番２
号

物品 1000002190
東芝デジタルソリューションズ　株式
会社　北海道支社

北海道支社長　竹中　將剛
札幌市西区琴似4条2丁目1番2
号

物品 1000001943 株式会社　道測テクニス 代表取締役　北原　政美
札幌市東区北35条東5丁目1番
12号

物品 1000003008 東洋印刷　株式会社　札幌営業所 所長　松田　尚実
札幌市東区北7条東3丁目28番
32号　井門札幌東ビル　2Ｆ

物品 1000002244 東陽上村アドバンス　株式会社 代表取締役　澤田　満
札幌市白石区菊水2条3丁目1番
34号

物品 1000001360 東洋計器　株式会社　札幌支店 支店長　藤平　朋昭 札幌市中央区大通西7丁目2-2

物品 1000002245 東和Ｅ＆Ｃ　株式会社 代表取締役　成田　正志
札幌市東区北41条東8丁目2番
25号

物品 1000002489 株式会社　トーケミ　札幌営業所 所長　冨永　幸廣
札幌市白石区栄通15丁目9番30
号

物品 1000001363
凸版印刷　株式会社　東日本事業本
部北海道事業部

執行役員　事業部長　吉本　晋二
札幌市西区二十四軒4条1丁目1
番30号

物品 1000001362 トッパン・フォームズ　株式会社 北海道営業本部長　山田　三仁
札幌市西区二十四軒4条1丁目
1-30

物品 1000002300 苫小牧広域森林組合 代表理事組合長　小坂　利政 勇払郡むかわ町穂別433番地

物品 1000001376 株式会社　中西製作所　北海道支店 支店長　渡邉　俊弥
札幌市厚別区厚別南3丁目2番
28号

物品 1000002220
ナラサキ産業　株式会社　北海道支
社

取締役兼常務執行役員北海道支
社長　濱谷　裕

札幌市中央区北1条西7丁目1番
地

物品 1000001378 株式会社　二二商会 代表取締役　斎藤　太雅哉
札幌市手稲区曙1条2丁目2番37
号

物品 1000001377 株式会社　ニサカ 代表取締役　二坂　知行 旭川市8条通9丁目左6号

物品 1000002139 株式会社　西原環境　北海道支店 支店長　中井　泰弘
札幌市東区北6条東3丁目3番地
1

物品 1000001395 株式会社　NICHIJO 代表取締役　鈴木　隆好
札幌市手稲区曙5条5丁目1番10
号

物品 1000001396 日道電建　株式会社 代表取締役　山下　直
札幌市北区新川2条10丁目1番
22号

物品 1000001864 ニチレキ　株式会社　恵庭営業所 営業所長　市川　浩 恵庭市北柏木町3丁目34番

物品 1000002247 株式会社　ニッコクトラスト北海道 代表取締役　麻生　俊彦 札幌市北区北7条西2丁目6番地

物品 1000001400 日商エレクトロニクス　株式会社 北海道営業所長　鹿原　浩二
札幌市中央区北3条西2丁目10-
2

物品 1000001401
日清医療食品　株式会社　北海道支
店

支店長　渡辺　富士雄
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

物品 1000001862 株式会社　日水コン　北海道支所 支所長　飯野　将徳
札幌市中央区北3条西1丁目1番
地　サンメモリア

物品 1000002113
日成ビルド工業　株式会社　札幌支
店

支店長　吉原　徹
札幌市中央区北1条東4丁目8番地1
ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ　ﾌﾛﾝﾃｨｱ館4Ｆ

物品 1000001629 株式会社　ニットメンテナンス 代表取締役　川村　光徳
札幌市白石区南郷通4丁目北4
番20号

物品 1000002260 日本ケーブル　株式会社　札幌支店 執行役員札幌支店長　渡辺　忍
札幌市中央区宮の森4条1丁目3
番35号

物品 1000001391 日本電気　株式会社　北海道支社 支社長　本多　仁 札幌市中央区大通西4-1

物品 1000003743 株式会社　日本エィ・アィ・ティ 代表取締役　関　昌明
札幌市北区北25条西17丁目6-
11

物品 1000003691 株式会社　日本経営情報システム 代表取締役　市村　浩貴
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

物品 1000001388
日本高圧コンクリート　株式会社　苫
小牧営業所

所長　猪田　英次 苫小牧市表町2丁目1番7号

物品 1000002256
株式会社　日本サーモエナー　北海
道支社

支社長　能登　裕之
札幌市東区北25条東16丁目1番
3号

物品 1000001404 日本調理機　株式会社　北海道支店 支店長　松葉　浩文
札幌市豊平区美園2条6丁目3番
14号

物品 1000001389 日本データーサービス　株式会社 代表取締役　石原　知樹
札幌市東区北16条東19丁目1番
14号
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物品 1000001634 日本マーキング　株式会社 代表取締役　中谷　一成
札幌市手稲区宮の沢2条2丁目2
番30号

物品 1000003384 ネオラックス　株式会社 代表取締役　坂下　修
北広島市大曲工業団地6丁目3
番地2

物品 1000001672 橋本電気工事　株式会社 代表取締役社長　土岐田　昇
札幌市東区北19条東10丁目3番
7号

物品 1000002106
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン　株式会社　北海道社

社長　古神　和也
札幌市豊平区月寒中央通11丁
目7番40号

物品 1000002212 ＰＦＵ北海道　株式会社 代表取締役　長谷川　謙治
札幌市中央区北3条西2丁目10
番地2

物品 1000002596 東日本テクノ　株式会社 代表取締役　吉田　智
札幌市中央区大通西9丁目3番
地33

物品 1000001421
東日本電信電話　株式会社　北海道
事業部

北海道事業部長　髙橋　庸人
札幌市中央区大通西14丁目7番
地

物品 1000002111
日立キャピタルオートリース　株式会
社　北海道支店

支店長　八木沼　晃
札幌市中央区北2条西4丁目1番
地

物品 1000001417
日立建機日本　株式会社　苫小牧営
業所

所長　清水　孝康 苫小牧市新開町3丁目2番1号

物品 1000001794
株式会社　日立国際電気　北海道支
社

支社長　佐々木　孝二
札幌市中央区北4条東1丁目2番
地3

物品 1000002444
株式会社　日立産業制御ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　営
業統括本部東日本営業部北海道営業所

所長　西野　一弘
札幌市中央区北2条西4丁目1番
地

物品 1000001803 日立造船　株式会社　北海道支社 北海道支社長　青木　充茂
札幌市中央区北3条西4丁目1番
地1

物品 1000002424
株式会社　日立ソリューションズ東日
本ソリューション第一営業部

部長　澤田　潤
札幌市中央区北2条西4丁目1番
地

物品 1000002308 株式会社　美唄未来開発センター 代表取締役　伊藤　一則 美唄市字茶志内726番2

物品 1000002069 ひまわり印刷　株式会社 代表取締役　門別　紀一 苫小牧市永福町2丁目1番2号

物品 1000003513 ファームエイジ　株式会社 代表取締役　小谷　栄二 石狩郡当別町字金沢166番地8

物品 1000003371 株式会社　ファイバーゲート 代表取締役　猪又　將哲
札幌市中央区南1条西8丁目10-
3

物品 1000003752 有限会社　フォーユー 代表取締役　渡辺　佳文 伊達市元町44番地

物品 1000001424 株式会社　富士計器 代表取締役　伊藤　正志
釧路市星が浦大通4丁目5番51
号

物品 1000001426 株式会社　富士食品 代表取締役　矢田　昌幸
札幌市東区北19条東22丁目1番
28号

物品 1000002080
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

支店長　日下　正広
札幌市中央区大通西6丁目1番
地

物品 1000001428
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

部長　畠山　三樹次
札幌市中央区北7条西13丁目9-
1

物品 1000002303
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

北海道支店長　小谷　洋正
札幌市中央区北2条西4丁目1番
地

物品 1000001427 富士通　株式会社　北海道支社 支社長　平　久乗
札幌市中央区北2条西4丁目1番
地　札幌三井ＪＰビルディング

物品 1000001840
株式会社　富士通マーケティング　北
海道支社

支社長　片山　聖貴 札幌市中央区北2条西4-1

物品 1000002070 フジテコム　株式会社　札幌営業所 所長　山本　裕司
札幌市白石区平和通11丁目南3
番12号

物品 1000001797 富士電機　株式会社　北海道支社 支社長　牧野　英忠
札幌市中央区北1条東2丁目5番
地2

物品 1000002427
富士古河Ｅ＆Ｃ　株式会社　北海道
支店

支店長　佐藤　博信 札幌市中央区北1条東2-5-2

物品 1000002680 株式会社　フジマック札幌営業所 所長　遠田　正昭 札幌市西区発寒8条7丁目10-12

物品 1000001413 フルテック　株式会社　苫小牧営業所 所長　矢野　照文 苫小牧市緑町2丁目7番11号

物品 1000002296
文化シヤッターサービス　株式会社
北海道サービス支店

支店長　森谷　忠
札幌市白石区南郷通16丁目北3
番27号

物品 1000001440 北陽ビジネスフォーム　株式会社 代表取締役　永野　修一
札幌市東区伏古8条2丁目2番21
号

物品 1000002283 株式会社　保工北海道 代表取締役社長　小室　邦彦
札幌市中央区北1条東14丁目1
番地12

物品 1000003750 北海アサノロックラー　株式会社 代表取締役　山下　弘純 士別市南町東4区473番地34

物品 1000001974 北海航測　株式会社 代表取締役社長　矢橋　潤一郎
札幌市中央区北3条西17丁目2
番地36
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物品 1000003748 株式会社　北海サンド工業 代表取締役　門田　康弘 苫小牧市字樽前355-6

物品 1000003727 株式会社　北海道アート社 代表取締役　和泉　臣里
札幌市中央区北4条西6丁目1番
地

物品 1000001980 株式会社　北海道朝日航洋 代表取締役社長　大宮　達也
札幌市西区発寒8条11丁目3番
50号

物品 1000002478
北海道エコリサイクルシステムズ　株
式会社

代表取締役社長　中水　英男 苫小牧市字柏原6番269

物品 1000002065 北海道オリオン　株式会社 代表取締役　太田　哲郎
札幌市白石区本通18丁目北3番
66号

物品 1000002275 北海道温泉ポンプ　株式会社 代表取締役　宮本　義則
札幌市豊平区福住1条8丁目5番
4号

物品 1000001472 公益財団法人　北海道学校給食会 理事長　千葉　俊文
札幌市西区八軒9条西11丁目1
番55号

物品 1000002287
北海道川崎建機　株式会社　札幌支
店

支店長　名畑　宏昭 北広島市大曲中央1丁目2番地2

物品 1000002602 北海道環境管理　株式会社 代表取締役　丸谷　宣博
苫小牧市明野新町1丁目11番2
号

物品 1000001450 北海道給食資材　株式会社 代表取締役　畠中　敏
札幌市中央区南17条西6丁目2
番8号

物品 1000001452
北海道グローリー　株式会社　苫小
牧営業所

所長　藤川　修
苫小牧市元中野町3丁目6番27
号

物品 1000003372 株式会社　北海道山有 代表取締役　吉村　俊治
札幌市清田区北野6条1丁目5番
1号

物品 1000001464
株式会社　北海道ジーエス・ユアサ
サービス

代表取締役　田口　朋宏
札幌市白石区菊水7条2丁目8番
13号

物品 1000001466 北海道重建機工　株式会社 代表取締役　丹野　司 北広島市大曲中央1丁目2番地6

物品 1000001470 北海道総合通信網　株式会社 取締役社長　林　宏行
札幌市中央区北1条東2丁目5番
3

物品 1000001445 北海道地図　株式会社　札幌支店 支店長　周藤　利通
札幌市白石区菊水4条2丁目1番
6号　政陽ビル

物品 1000001449 一般財団法人　北海道電気保安協会 理事長　富樫　泰治
札幌市西区発寒6条12丁目6番
11号

物品 1000001444
北海道ドライケミカル　株式会社　道
南営業所

所長　橋本　秀敏 伊達市松ヶ枝町65番地6

物品 1000002199 北海道日油　株式会社 代表取締役　霜村　創一 美唄市光珠内549番地

物品 1000001454 北海道日興通信　株式会社 代表取締役　鈴木　範夫
札幌市中央区大通東7丁目12番
地33

物品 1000002542
北海道日産自動車　株式会社　法人
販売部

部長　岩間　輝
札幌市東区北19条東1丁目2番5
号

物品 1000001455 株式会社　北海道日立システムズ 代表取締役　中村　公夫
札幌市中央区大通西3丁目11番
地

物品 1000001446 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　佐藤　友則
札幌市中央区大通東7丁目12番
9

物品 1000001744 北海道三菱電機販売 株式会社 代表取締役　佐藤　至孝
札幌市東区北24条東2丁目5番
15号

物品 1000003731 北海道三八五流通　株式会社 代表取締役　工藤　恭之 苫小牧市新明町2丁目7-8

物品 1000001451 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　中川　龍太郎
札幌市東区苗穂町13丁目2番17
号

物品 1000001457 社会福祉法人　北海道リハビリー 理事長　石崎　岳 北広島市西の里507番地1

物品 1000001437 株式会社　北給販 代表取締役　菅野　瑞枝
札幌市東区本町1条10丁目3番
20号

物品 1000001484 株式会社　マイクロフィッシュ 代表取締役　宮川　滋人
札幌市北区北18条西6丁目3番
10号

物品 1000003331
株式会社　前澤エンジニアリングサー
ビス　北海道営業所

所長　宇都宮　正
札幌市中央区南2条西6丁目17
番地

物品 1000001490
株式会社　松村電機製作所　札幌営
業所

所長　久保田　誠一
札幌市中央区南3条西3丁目8番
1号　エテルノビル

物品 1000001483 株式会社　マテック　苫小牧支店 支店長　丸山　貢 苫小牧市字弁天504番地17

物品 1000001899 丸興商事　株式会社 代表取締役　神保　英隆
札幌市白石区中央1条5丁目3番
23号

物品 1000001479 丸三商事　株式会社 代表取締役　廣瀨　紀雄
札幌市中央区南1条西12丁目
322番地

物品 1000001476 株式会社　マルゼン　苫小牧営業所 所長　池盛　章二 苫小牧市末広町1丁目9-4
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物品 1000002608 丸善雄松堂　株式会社　札幌支店 支店長　飯泉　智之
札幌市清田区北野6条1丁目4番
60号

物品 1000001851 丸茂電機　株式会社　札幌営業所 所長　石谷　文明
札幌市中央区南1条西7丁目12
番地　都市ビル内

物品 1000002610 三浦工業　株式会社　千歳営業所 所長　西本　巧 千歳市勇舞6丁目6番4号

物品 1000002302
三菱電機ビルテクノサービス　株式会
社　北海道支社

支社長　大友　昭夫
札幌市中央区北3条西4丁目1番
地1

物品 1000001878
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

支社長　吉次　勝治
札幌市中央区北2条東12丁目98
番地42

物品 1000001494 三菱電機　株式会社　北海道支社 支社長　髙橋　龍夫
札幌市中央区北2条西4丁目1番
地

物品 1000001442
三菱ふそうトラック・バス株式会社　北
海道ふそう苫小牧支店

支店長　古川　剛
苫小牧市あけぼの町2丁目2番6
号

物品 1000001488 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎
札幌市中央区南8条西2丁目5番
地18

物品 1000003608 南空知リサイクルパーク　株式会社 代表取締役　山下　大貴 夕張郡長沼町北町2丁目5番6号

物品 1000002540 株式会社　ミルシステムズ 代表取締役　瀬戸　敏行 苫小牧市表町1丁目4番5号

物品 1000002081 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　森山　明彦
札幌市北区北12条西3丁目1番
15号

物品 1000001497 株式会社　ムラカミ 代表取締役　村上　和輝
札幌市中央区北13条西17丁目1
番36号

物品 1000002612
株式会社　明電エンジニアリング　北
海道支店

支店長　高橋　明彦
札幌市東区北13条東6丁目1番
23号

物品 1000002288 明和工業　株式会社　北海道営業所 所長　花田　敏明 江別市弥生町21番地13

物品 1000002293
メタウォーター　株式会社　北海道営
業所

所長　髙橋　春樹
札幌市中央区北1条東2丁目5-2
札幌泉第一ビル

物品 1000001513 モリカワ産業　株式会社 代表取締役　森川　正一 小樽市堺町2番10号

物品 1000001515
株式会社　森田鉄工所　北海道営業
支店

支店長　成田　研一
札幌市北区北9条西3丁目10番
地1

物品 1000002252
株式会社　山岸コピーセンター　苫小
牧支店

支店長　納口　英範
苫小牧市元中野町4丁目14番12
号

物品 1000002520 山﨑自動車　株式会社 代表取締役　山﨑　広志
札幌市白石区東札幌5条5丁目
14番12号

物品 1000003740 山大産業　株式会社 取締役社長　岩倉　圭彦 苫小牧市末広町3丁目9番21号

物品 1000001519 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道
札幌市北区東茨戸1条1丁目3番
28号

物品 1000002200 ライラック興業　株式会社 代表取締役　中村　周裕
札幌市東区東雁来9条3丁目1番
30号

物品 1000002309
リーダース産業　株式会社　札幌営
業所

所長　高田　壽彦
札幌市中央区南2条西12丁目
324番地11　南2条藤井ビル4F-B

物品 1000002250
リコージャパン　株式会社　販売事業
本部　北海道支社　公共営業部

部長　宇野　暢智
札幌市北区北7条西2丁目8番地
1

物品 1000003760 株式会社　レアックス 代表取締役　成田　昌幸
札幌市東区北24条東17丁目1番
12号

物品 1000002255
株式会社　レンタルのニッケン　苫小
牧営業所

所長　津田　健介 苫小牧市一本松町10番1号

物品 1000002207 株式会社　炉研　札幌支店 支店長　三浦　亨
札幌市東区北42条東5丁目3番7
号

物品 1000001972 和光技研　株式会社 代表取締役　細川　康司
札幌市西区琴似3条7丁目5番22
号

物品 1000001525
ワタキューセイモア　株式会社　北海
道支店

支店長　山田　正 小樽市新光5丁目13番3号


