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商号又は名称 代表者 住所

アーストラストエンジニアリン
グ㈱

代表取締役　吉國　富雄
札幌市白石区菊水九条二丁目4番18
号

㈱アイケイ伊藤機械 代表取締役　伊藤　陽一 旭川市東4条11丁目2番11号

愛知時計電機㈱　札幌支店 支店長　磯村　和久 札幌市中央区大通西15丁目2番地9

㈱秋村組 代表取締役　宇多　重雄 苫小牧市春日町1丁目14番2号

㈱アクアジオテクノ 代表取締役　石塚　学 札幌市白石区本郷通9丁目北4番5号

浅川通信㈱ 代表取締役　矢部　孝治 札幌市東区苗穂町13丁目1番23号

㈱淺沼組　北海道支店 支店長　菊地　篤志 札幌市豊平区豊平3条1丁目1番5

㈱アサノ大成基礎エンジニア
リング　北海道支社

支社長　石森　裕康 札幌市東区北18条東17丁目1番6号

旭イノベックス㈱ 代表取締役　星野　幹宏 札幌市清田区平岡9条1丁目1番6号

㈱朝日工業社　北海道支店 執行役員支店長　鈴木　利晴 札幌市中央区北1条西19丁目2番地3

浅水建設㈱ 代表取締役　浅水　勝男 伊達市鹿島町48番地1

浅海電気㈱　札幌支店 執行役員支店長　佐藤　尚侍 札幌市中央区北3条東2丁目2番地

アズビル㈱　ビルシステムカン
パニー北海道支店

支店長　松尾　直樹 札幌市中央区北2条西4丁目1番地

東冷機工業㈱ 代表取締役社長　一條　和紀
札幌市東区東苗穂三条三丁目1番48
号

㈱アダマック 代表取締役　斎藤　秀明
札幌市白石区平和通7丁目北14番22
号

阿部電気工事㈱ 代表取締役　阿部　博之 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉124

阿部電気工事㈱ 代表取締役　阿部　直樹 苫小牧市光洋町2丁目1番11号

荒井建設㈱　札幌支店 支店長　長谷川　文典 札幌市豊平区平岸4条2丁目7番10号

㈱有我工業所 代表取締役　有我　充人 上富良野町中町3丁目2番1号

㈱有賀さく泉工業 代表取締役　正木　省司 帯広市東3条南19丁目1番地

㈱アリガプランニング 代表取締役　有我　充人
札幌市中央区南10条西12丁目2番23
号

㈱安藤・間　札幌支店 支店長　髙柳　慎 札幌市中央区南1条西8丁目1番1号

㈱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

池田建設㈱ 代表取締役社長　池田　尚登 様似郡様似町本町3丁目53番地

池田煖房工業㈱　苫小牧営業
所

所長　加藤　良文 苫小牧市川沿町6丁目19番16号

石垣メンテナンス㈱　北海道
支店

支店長　村國　英行 札幌市中央区南一条東二丁目8番地2

㈱石山組 代表取締役社長　石山　公介 札幌市豊平区豊平4条3丁目3番10号

板谷土建㈱ 取締役社長　坂本　克範 札幌市中央区南16条西8丁目2番20号

伊藤組土建㈱ 代表取締役社長　玉木　勝美 札幌市中央区北4条西4丁目1番地

岩倉建設㈱　苫小牧本店 常務取締役本店長　西川　良明 苫小牧市木場町2丁目9番6号

㈱岩佐 代表取締役　大友　広明 帯広市西20条南5丁目13-3

㈱岩崎組 代表取締役　清水　尚昭 白老町字社台271番地の3
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岩田地崎建設㈱ 代表取締役社長　岩田　圭剛 札幌市中央区北2条東17丁目2番地

上山試錐工業㈱ 代表取締役社長　上山　弘
札幌市中央区北2条東13丁目1番地の
7

㈱ウォーターエージェンシー　
北海道管理所

管理所長　岩野　典昭 滝川市東町6丁目214番地11

エア・ウォーター・テクノソ
リューションズ㈱

代表取締役社長　小笠原　司 札幌市東区北丘珠3条3丁目2番16号

エア・ウォーター北海道㈱ 代表取締役　北川　裕二 札幌市中央区北3条西1丁目2番地

㈱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

㈱ＨＢＡ
代表取締役執行役員社長　伊藤　
尚樹

札幌市中央区北四条西七丁目1番地8

英和㈱　札幌営業所 営業所長　米原　晋一
札幌市中央区北三条西3丁目1-25　
メットライフ札幌北三条ビル

エコーライン㈱ 代表取締役　原野　雅恵 札幌市清田区真栄363番51

エス・イー・シーエレベーター
㈱　北海道支社

支社長　徳留　俊一 札幌市中央区大通西9丁目3番地33

ＮＥＣネッツエスアイ㈱　北海
道支店

支店長　桑原　孝一 札幌市中央区大通西4丁目1番地

ＮＥＣフィールディング㈱
東日本営業本部北海道営業部　
北海道営業部長　笠巻　岳弘

札幌市中央区大通西4丁目1番地

㈱ＮＨＫテクノロジーズ　札幌
総支社ファシリティ技術事業

ファシリティ技術事業部長　五十嵐　
丈久

札幌市白石区東札幌6条4丁目1番11
号

エヌ・エス㈱ 代表取締役　池田　利夫 札幌市北区新川3条18丁目2番6号

エヌエス環境㈱　札幌支社 支店長　倉井　規広 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12

㈱ＮＴＴ東日本－北海道 代表取締役　阿部　隆 札幌市中央区大通西十四丁目7番地

荏原実業㈱　札幌事務所 所長　遠藤　隆興
札幌市中央区北一条西７-３　おおわだ
ビル

荏原商事㈱　北海道支店 副支店長　西村　勝幸 札幌市中央区北4条東2丁目8番2号

㈱荏原製作所　北海道支社 支社長　式町　和彦 札幌市白石区本通19丁目北1番25号

エルゴテック㈱　北海道営業
所

所長　出雲　弘人 札幌市中央区北1条西10丁目1番地3

㈲エルム設備 代表取締役　津幡　和也 恵庭市戸磯573番9

㈱遠藤組 代表取締役　遠藤　正弘 苫小牧市日の出町2丁目8番15号

大木建設㈱　札幌支店 執行役員支店長　村本　伸二 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1

㈱大滝組 代表取締役　大滝　充雄 苫小牧市汐見町2丁目12番12号

㈱大津山商店 代表取締役　大津山　峻 苫小牧市三光町2丁目3番3号

㈱オーテック　環境システム事
業部北海道支店

支店長　佐久間　和浩 札幌市東区北23条東21丁目1番5号

㈱大林組　札幌支店 執行役員支店長　矢野　基 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1

ＯＫＩクロステック㈱　支社統括
本部　北海道支社

支社長　森山　隆勝 札幌市中央区北1条東8丁目2番18号

沖電気工業㈱　北海道支社 支社長　地元　淳一 札幌市中央区南一条西8丁目1番地1

㈱奥村組　札幌支店 執行役員支店長　磯上　晃一
札幌市中央区北4条西2丁目1番18　邦
洋札幌Ｎ4・2ビル

㈱表鉄工所　札幌支店 常務取締役支店長　西本　裕文
札幌市白石区東札幌5条4丁目7番17
号

オルガノ㈱　北海道支店 北海道支店長　白戸　伸周 札幌市東区北7条東5丁目8番37号
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㈱ガイアート　北海道支店 支店長　柳澤　秀史 札幌市中央区北1条西10丁目1番4号

鹿島建設㈱　北海道支店 執行役員支店長　山本　徹 札幌市中央区北二条西四丁目1番地3

勝幸辰建設㈱ 代表取締役社長　河村　直樹 苫小牧市豊川町2丁目5番5号

㈱勝田組 代表取締役　金澤　政章 伊達市舟岡町182番地

㈱川田建設 代表取締役　川田　泰正 白老郡白老町字石山15番地

カワテックス㈱ 代表取締役社長　河戸　三千之 砂川市空知太東1条3丁目2番10号

㈱管研 代表取締役　赤石　多久見
札幌市手稲区新発寒7条1丁目1番26
号

㈱関電工　北海道支店 支店長　国井　雅和 札幌市中央区北1条西4丁目1番地2

北札幌電設㈱ 代表取締役社長　畳　友祐 札幌市東区北23条東1丁目12番7号

北第百通信電気㈱ 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

北電力設備工事㈱ 代表取締役社長　伏木　淳 札幌市中央区南2条西12丁目323番地

協信電気工業㈱ 代表取締役　成瀬　薫
札幌市中央区北13条西15丁目6番22
号

協同電気通信㈱ 代表取締役　石塚　徹 函館市桔梗2丁目10番12号

㈱協和エクシオ　北海道支店 北海道支店長　酒井　浩一 札幌市中央区南21条西7丁目2番20号

共和化工㈱　札幌支店 支店長　渡邉　康大
札幌市中央区北二条東二丁目1番17
号

㈱共和建設 代表取締役　江本　浩二 共和町前田45番地

極東サービスエンジニアリン
グ北海道㈱

代表取締役社長　田所　智宣 札幌市中央区北3条東12丁目99番地6

極東サービス㈱　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　Ｎ
Ｈ35-301号室

㈱きんでん　北海道支社 執行役員支社長　佐藤　友昭 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1

草野作工㈱ 代表取締役　草野　貴友 江別市上江別西町16番地

㈱釧路製作所 代表取締役社長　羽刕　洋 釧路市川北町9番19号

クボタ環境サービス㈱　北海
道支店

支店長　佐藤　厚彦
札幌市中央区北三条西三丁目1番地
54

クボタ機工㈱　北海道営業所 所長　樋口　猛
札幌市中央区北三条西三丁目1番地
54

㈱クボタ　北海道支社 支社長　亀井　精一郎
札幌市中央区北三条西三丁目1番地
54

㈱熊谷組　北海道支店 支店長　姉帯　直人 札幌市中央区南1条西6丁目11番地

クマリフト㈱　札幌営業所 所長　服部　幸浩 札幌市白石区米里1条3丁目1番1号

㈱クリーンアップ 代表取締役　山谷　義治 札幌市中央区南3条西13丁目320番地

㈱クリマテック　北海道支店 執行役員支店長　土岐　淳司 札幌市中央区北2条西1丁目1番地

㈱栗本鐵工所　北海道支店 支店長　米田　之英 札幌市中央区北1条西3丁目3番地

㈱ケミカル技研 代表取締役　岡田　勝彦 札幌市豊平区平岸4条10丁目8番5号

恒完工業㈱ 取締役　神野　春義 札幌市中央区北4条西12丁目1番地

㈱公清企業 代表取締役　原田　利明 札幌市中央区北1条東15丁目140番地
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恒星設備㈱ 代表取締役　加藤　祐一 札幌市東区北20条東22丁目1番1号

㈱鴻池組　北海道支店 支店長　髙萩　一哉 札幌市中央区南1条西14丁目1番地

コウフ・フィールド㈱北海道支
店

支店長　進藤　亘
札幌市白石区菊水元町九条2丁目10
番12号

㈱興北煖房工業所 代表取締役　里中　雅幸 札幌市東区北10条東9丁目3番5号

㈱小金澤組 代表取締役　小金澤　昇平 苫小牧市ウトナイ南8丁目4番8号

㈱コクサク 代表取締役　早坂　有生
札幌市豊平区月寒東2条16丁目1番89
号

国策機工㈱ 代表取締役　長谷川　敬 苫小牧市字勇払149番地

五建工業㈱　札幌支店 常務取締役支店長　小賀　泰洋 札幌市白石区中央2条2丁目1番1号

㈱コトブキ　札幌支店 支店長　近藤　香織
札幌市中央区大通東2丁目3番地　第
36桂和ビル

㈱壽造園土木 代表取締役　土屋　英樹 苫小牧市春日町3丁目6番7号

㈱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

小松建設㈱ 代表取締役　小松　幸雄 伊達市錦町105番地

㈱コンステック　札幌支店 支店長　蝦名　学 札幌市中央区南3条西10丁目1001-5

笹木産業㈱ 代表取締役　明円　直志 滝川市流通団地2丁目4番39号

札建工業㈱ 代表取締役　坂本　孝司 札幌市北区北7条西6丁目2番地34

札幌交通機械㈱ 代表取締役社長　佐々木　康行 札幌市東区北7条東17丁目16番地

㈱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

㈱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

佐藤工業㈱　札幌支店 執行役員支店長　山本　徹 札幌市北区北9条西3丁目19番地1

㈱澤木テック 代表取締役　和田　基志 札幌市北区屯田5条10丁目1番32号

三機工業㈱　北海道支店 執行役員支店長　苅部　郁生 札幌市中央区北3条西4丁目1番地

三共電気工業㈱　苫小牧営業
所

所長　中鉢　征 苫小牧市大町2丁目1番14号

三建設備工業㈱　北海道支店 執行役員支店長　沖浦　孝男 札幌市北区北15条西2丁目1番1号

㈱三新 代表取締役社長　児玉　悟 札幌市北区北15条西2丁目1番8号

㈱サンプラント　札幌支店 取締役支店長　三浦　武則 札幌市白石区菊水1条1丁目3番19号

三和シヤッター工業㈱　札幌
統括営業課

統括課長　武田　圭司 札幌市中央区北1条西10丁目1番26号

㈱ジー・ガイヤ 代表取締役　細川　文武 札幌市清田区里塚2条6丁目1番3号

ジェイアール北海道エンジニ
アリング㈱

代表取締役　一條　雅弘 札幌市東区北6条東3丁目3番地20

ＪＦＥエンジニアリング㈱　北海
道支店

支店長　松山　英治 札幌市中央区北1条西3丁目2番地

㈱シオン 代表取締役　菅井　潔
札幌市白石区菊水元町1条1丁目4番
34号

システムサービス㈱ 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

㈱システムハウスアールアン
ドシー　北海道営業所

所長　野村　英之 恵庭市北柏木町3丁目108番
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㈱四宮造園 代表取締役　四宮　繁 札幌市厚別区厚別南3丁目2番25号

柴田興産㈱ 代表取締役　柴田　昌幸
札幌市厚別区厚別東3条2丁目1番40
号

住拓工業㈱ 代表取締役　瀬尾　光博 苫小牧市啓北町2丁目3番2号

㈱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

ショーボンド建設㈱　札幌営業
所

所長　阿部　高広 札幌市白石区東札幌4条2丁目1番6号

㈱白老設備工業 代表取締役　谷島　洋平 白老郡白老町若草町1丁目2番20号

新栄クリエイト㈱ 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号

㈱神鋼環境ソリューション　北
海道支店

支店長　品川　祐司
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

㈱進興工業 代表取締役　大上　正一 苫小牧市字錦岡70番地の13

㈱新興工業 代表取締役　五十嵐　章 札幌市西区発寒14条3丁目1番1号

㈱新興電気 代表取締役　長居　順一 苫小牧市新開町3丁目10番1号

振興電気㈱　北海道支店 執行役員支店長　山上　幸夫 札幌市中央区大通西16丁目2番地

新太平洋建設㈱ 代表取締役社長　井出　雅人 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1

新明和工業㈱　流体事業部営
業本部北海道支店

支店長　外崎　直樹
札幌市西区二十四軒1条7丁目2番39
号

新菱冷熱工業㈱　北海道支社 支社長　上野　雅志 札幌市中央区北5条西6丁目2番2号

㈱水機テクノス　札幌営業所 所長　大出　直一
札幌市中央区北2条西3丁目1　太陽生
命札幌ビル

水道機工㈱　札幌営業所 所長　南村　磨比呂 札幌市中央区北1条西3丁目3番

水ｉｎｇエンジニアリング㈱　北
海道支店

支店長　保田　市生
札幌市中央区北7条西15丁目28番11
号

末廣屋電機㈱　苫小牧営業所 所長　川端　雅矢 苫小牧市字勇払128番地

㈱鈴木東建 代表取締役社長　鈴木　寛 札幌市西区発寒9条10丁目2番10号

㈱鈴木ホーム 代表取締役　鈴木　孝義 白老郡白老町字萩野312番地120

須藤建設㈱ 代表取締役　須藤　正之 伊達市松ヶ枝町65番地8

㈱砂子組 代表取締役　砂子　邦弘 奈井江町字チャシュナイ987番地10

盛興建設㈱ 代表取締役社長　原　広吉 苫小牧市日の出町2丁目13番23号

セイコータイムシステム㈱　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

㈱錢高組　北海道支店 支店長　町田　裕
札幌市中央区大通西12丁目4番地（あ
いおいニッセイ同和損保札幌大通ビル

綜合警備保障㈱　北海道支社 支社長　長尾　昭
札幌市白石区菊水上町一条2丁目100
番地

㈱泰進建設 代表取締役　戸井　宣夫
札幌市中央区北2条東2丁目1番地16　
キョウエイ札幌ビル

大成設備㈱　北海道支店 支店長　鈴木　嘉成 札幌市中央区大通西一丁目14番2

ダイダン㈱　北海道支店 支店長　柏木　春彦
札幌市北区北7条西5丁目8番データビ
ル5階

大地コンサルタント㈱ 代表取締役社長　千葉　新次 旭川市4条西2丁目1番12号

大同舗道㈱ 代表取締役社長　横平　聡 札幌市中央区北2条東17丁目2番地
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㈱大歩 代表取締役　中村　徹也 函館市港町3丁目5番19号

㈱太平エンジニアリング　北海
道支店

常務取締役支店長　熊坂　広一 札幌市東区北7条東6丁目18-9

大豊建設㈱　北海道支店 支店長　松浦　泉 札幌市豊平区平岸5条13丁目3番23号

大和リース㈱　札幌支店 支店長　渡邊　博康 札幌市東区北42条東17丁目6番12号

高砂熱学工業㈱　札幌支店 執行役員支店長　山田　昌平
札幌市中央区北3条西4丁目1番地　日
本生命札幌ビル

㈱高橋建設 代表取締役社長　高橋　哲也 虻田郡洞爺湖町洞爺町37番地

タカハタ建設㈱ 代表取締役社長　谷地元　憲次 旭川市本町3丁目437番地239

㈱タクマ　北海道支店 支店長　問谷　一麻
札幌市中央区大通西五丁目11番地
（大五ビル内）

武ダ技建創㈱ 代表取締役社長　武田　幹郎 札幌市白石区中央2条1丁目6番15号

㈱竹中工務店　北海道支店 支店長　寺島　敏文 札幌市中央区大通西4丁目1番地

㈱竹中土木　北海道支店 支店長　荒井　芳孝 札幌市中央区大通西四丁目1番地

㈱田中組 取締役社長　松村　敏文
札幌市中央区北6条西17丁目17番地
の5

タニコー㈱　札幌営業所 所長　原田　領士
札幌市白石区平和通17丁目南3番11
号

㈱玉川組 代表取締役社長　玉川　裕一 恵庭市相生町231番地

㈱ダンテック 代表取締役　出村　知佳子 札幌市東区北19条東7丁目3番25号

㈱つうけん 代表取締役　大村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23

㈱つうけんアクティブ 代表取締役　増田　修一 札幌市中央区南20条西10丁目3番5号

月島機械㈱　札幌支店 支店長　桜井　政嗣
札幌市北区北7条西4丁目1番2号　ＫＤ
Ｘ札幌ビル

ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱　北海道支店 支店長　阿藤　敏之 札幌市中央区北5条西6丁目2番2号

都築電気㈱　北海道支店 支店長　川橋　啓史 札幌市中央区南1条東1丁目3番地

㈱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

㈱鶴見製作所　北海道支店 支店長　大島　卓 札幌市東区北20条東17丁目1番5号

㈱ＴＭＳ工業 代表取締役　加藤　勝 札幌市東区伏古8条2丁目5番19号

㈱デイケイケイサービス北海
道

代表取締役　松井　正 苫小牧市ときわ町4丁目9番1号

㈱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

㈱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

㈱テクノ菱和　札幌営業所 所長　勝田　裕二 札幌市豊平区平岸一条3丁目2番地39

鉄建建設㈱　札幌支店 執行役員支店長　栗城　秀晃 札幌市中央区北5条西2丁目5番地

電気興業㈱　北海道支店 支店長　石川　純二 札幌市北区北六条西六丁目2番地

㈱電気工事西川組 代表取締役　西川　良雄 苫小牧市矢代町2丁目10番13号

㈱電業 代表取締役　片岡　幸人 旭川市10条通22丁目1番地3

東亜建設工業㈱　北海道支店 支店長　小野寺　勇 札幌市中央区北3条西1丁目1番地11
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道栄建設㈱ 代表取締役　小田　由三 有珠郡壮瞥町字滝之町283番地

東急建設㈱　札幌支店 執行役員支店長　平井　和貴
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

東京防災設備㈱ 代表取締役　鈴木　康夫 札幌市豊平区平岸3条2丁目2番15号

道興建設㈱ 代表取締役　佐藤　寿一 札幌市南区川沿17条2丁目2番8号

東光電気工事㈱　北海道支社 支社長　中畑　久
札幌市中央区北1条西3丁目3番地22　
ＳＴＶ時計台通ビル8階

東芝インフラシステムズ㈱　北
海道支社

統括責任者　山口　剛 札幌市西区琴似4条2丁目1番2号

東芝エレベータ㈱　北海道支
社

支社長　徳永　星馬 札幌市白石区東札幌4条2丁目1番1号

㈱東成建設 代表取締役　及川　浩和 旭川市宮下通22丁目左10号

道南綜合土建㈱ 代表取締役社長　道見　みちる 白老町大町1丁目10番8号

㈱道南レミック 代表取締役　廣澤　隆 苫小牧市新開町3丁目4番3号

東邦電気工業㈱　北海道支店 執行役員支店長　本間　久巳
札幌市中央区北六条西十八丁目1番
地13

東洋建設㈱　北海道支店 支店長　白川　隆司
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

東洋熱工業㈱　札幌支店 支店長　宮崎　勝敏
札幌市中央区北四条東二丁目八番二
号

東洋ロードメンテナンス㈱ 代表取締役　山口　拓宏 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号

道路建設㈱　本店 本店長　今野　顕 苫小牧市新明町2丁目4番1号

道路工業㈱　日胆営業所 所長　田屋　稔 虻田郡豊浦町字浜町72番地4

ドーピー建設工業㈱　北海道
支店

執行役員支店長　大岡　昭雄 札幌市中央区北1条西6丁目2番地

戸田建設㈱　札幌支店 支店長　菅原　千秋 札幌市中央区北3条東2丁目2番地

苫重建設㈱ 代表取締役社長　櫻田　泰清 苫小牧市字糸井70番地

㈱とませい 代表取締役　渡辺　健治 苫小牧市新開町2丁目2番10号

ドリコ㈱　札幌支店 支店長　佐藤　洋己 札幌市北区北7条西4丁目17番地1

㈱酉島製作所　札幌支店 支店長　中安　久志 札幌市中央区北二条西3丁目1番地

㈱ドリリング計測 代表取締役　宮田　厚 札幌市豊平区平岸1条8丁目2番30号

㈱中村電気 代表取締役　中村　衞 苫小牧市美園町3丁目14番18号

㈱中山組 代表取締役社長　中山　茂 札幌市東区北19条東1丁目1番1号

㈱ナガワ　札幌支店 支店長　吉多　篤 札幌市東区東雁来3条1-1-12

ナラサキ産業㈱　北海道支社
執行役員北海道支社長　小松　誠
一

札幌市中央区北1条西7丁目1番

ナラサキライン㈱ 代表取締役　大野　一郎 勇払郡むかわ町大成1丁目40番地

㈱ニサカ 代表取締役　二坂　知行 旭川市8条通9丁目左6号

㈱錦戸電気 代表取締役　大滝　力緒 苫小牧市新明町1丁目1番8号

西出興業㈱ 代表取締役　西出　達司 赤平市大町1丁目3番地

㈱西原環境　北海道支店 支店長　長谷川　巧 札幌市東区北6条東3丁目3番地1
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西松建設㈱　札幌支店 支店長　菅原　秀明 札幌市北区北7条西2丁目20番地

㈱日栄工業 代表取締役社長　稲田　純 苫小牧市字沼ノ端258番地131

日道電建㈱ 代表取締役　山下　直 札幌市北区新川2条10丁目1番22号

㈱日進通工 代表取締役社長　谷地中　勉 札幌市東区伏古5条5丁目4番15号

日新電機㈱　北海道支店 支店長　東　秀紀
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

㈱日星電機 代表取締役　中谷　光弘 札幌市東区北6条東4丁目1番地7

日成ビルド工業㈱　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　
サッポロファクトリー　フロンティア館4Ｆ

㈱新田工業 代表取締役　大上　正一 白老郡白老町川沿2丁目448番地16

日特建設㈱　札幌支店 執行役員支店長　山崎　淳 札幌市厚別区大谷地東4丁目2番20号

㈱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

日本オーチス・エレベータ㈱　
北海道支店

支店長　井手　博之 札幌市中央区北3条西一丁目1番地1

日本ケーブル㈱　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四条一丁目3番
35号

日本コムシス㈱　北海道支店 副支店長　田口　貞浩
札幌市中央区北四条西十五丁目1番
地23

日本電気㈱　北海道支社 支社長　本田　浩 札幌市中央区大通西4-1

日本電設工業㈱　北海道支店 執行役員支店長　大東　勝広 札幌市北区北16条西5丁目2番22号

日本ライナー㈱　北海道支店 支店長　新沼　文朗 札幌市西区発寒16条3丁目1番19号

日本エレベーター製造㈱　札
幌営業所

所長　根岸　寛 札幌市北区北6条西6丁目2番地12

日本基礎技術㈱　札幌支店 支店長　鍵原　和幸 札幌市中央区北3条東8丁目8番地4

日本建設㈱　札幌支店
取締役執行役員支店長　江縁　幹
夫

札幌市中央区大通西11丁目4番地　大
通藤井ビル

日本高圧コンクリート㈱　ＰＣ
事業部札幌支社

常務取締役員支社長　鈴木　洋一
札幌市中央区北3条西3丁目1番地54　
札幌北三条ビル

日本国土開発㈱　札幌営業所 所長　松原　幹昌
札幌市中央区北三条西三丁目1番地　
札幌北三条ビル

日本体育施設㈱　北海道営業
所

所長　甲斐　聖 札幌市西区山の手6条7丁目2番17号

日本調理機㈱　北海道支店 支店長　小笠原　享 札幌市豊平区美園2条6丁目3番14号

日本ファシリオ㈱　札幌支店 支店長　仲村　修
札幌市中央区南1条東1丁目5番地　大
通バスセンタービル1号館

日本マーキング㈱ 代表取締役　中谷　一成
札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目2番
30号

日本無線㈱　北海道支社 支社長　藤原　雅明
札幌市中央区北3条西7丁目1番地　北
海道水産ビル

能美防災㈱　北海道支社 支社長　大石　昌男 札幌市北区北13条西1丁目2-21

野上技研工業㈱ 代表取締役　野上　まさ子 札幌市東区北34条東15丁目1番22号

野田電気設備㈱ 代表取締役　野田　泰正 苫小牧市永福町2丁目13番4号

㈱パイプライン 代表取締役　中田　英一 札幌市清田区北野2条2丁目23番21号

萩原建設工業㈱ 代表取締役社長　萩原　一利 帯広市東7条南8丁目2番地

橋本電気工事㈱ 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



令和3・4年度登録業者一覧 工事【道内】

商号又は名称 代表者 住所

長谷川体育施設㈱　北海道支
店

支店長　浅沼　寿哉
札幌市豊平区中の島1条2丁目2番15
号

パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン㈱　北海道社　

所長　田中　司
札幌市豊平区月寒中央通十一丁目7
番40号

㈱濱建 代表取締役　濱野　充史 札幌市中央区北3条東5丁目5番地

㈱ピーエス三菱　札幌支店 支店長　鈴木　俊成 札幌市北区北十条西二丁目13番地2

ＰＦＵ北海道㈱ 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

東日本テクノ㈱ 代表取締役　吉田　智
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

東日本電信電話㈱　北海道事
業部

北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西十四丁目7番地

㈱日立国際電気　北海道支店 支店長　西村　耕一 札幌市中央区北四条東1丁目2番地3

㈱日立製作所　北海道支社 支社長　岡　博章 札幌市中央区北二条西4丁目1番地

日立造船㈱　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

㈱日立ビルシステム　北海道
支社

支社長　石田　総寿 札幌市中央区北三条西4丁目1番地1

㈱日立プラントサービス　北海
道営業所

所長代理　木村　誠 札幌市中央区南1条東3丁目9-2　

日比谷総合設備㈱　北海道支
店

支店長　久島　正嗣 札幌市中央区北四条西十六丁目1

フクタカ工業㈱ 代表取締役　小仲　秀俊 札幌市豊平区西岡2条1丁目1番46号

㈱福森工務店 代表取締役　福森　秀希 苫小牧市末広町1丁目10番20号

藤井設備㈱ 代表取締役　永山　勝繁 札幌市豊平区美園11条6丁目1番24号

藤川電設工業㈱ 代表取締役　小坂　雅規 旭川市東鷹栖1条2丁目635-344

藤建設工業㈱ 代表取締役　工藤　喜作 札幌市白石区栄通15丁目8番6号

不二工営㈱ 代表取締役　齋藤　順三 伊達市山下町221番地

㈱フジタ　北海道支店 営業所長　廣川　雅人 札幌市中央区北四条西三丁目1番地

㈱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　八田　昭博 札幌市中央区北7条西13丁目9-1

富士通ネットワークソリュー
ションズ㈱　北海道支店

北海道支店長　小谷　洋正 札幌市中央区北二条西4丁目1番地

富士電機㈱　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

富士古河Ｅ＆Ｃ㈱　北海道営
業所

所長　佐藤　博信 札幌市中央区北一条東2-5-2

㈱藤屋 代表取締役　山岸　靖幸 伊達市錦町128番地

扶桑電通㈱　北海道支店 執行役員　支店長　小坂井　康裕 札幌市中央区北1条東1丁目6番5号

㈱フソウ　北海道支店 支店長　高橋　昭 札幌市中央区北二条西四丁目1番地

㈱プライム 代表取締役　會田　史門 札幌市北区百合が原10丁目6番17号

古河産機システムズ㈱　札幌
支店

副支店長　後藤　良雄 札幌市東区北丘珠2条2丁目630番地

フルテック㈱　札幌支店 支店長　出村　義治
札幌市中央区北13条西17丁目1番31
号

フロンティアジャパン㈱ 代表取締役　佐藤　光展
札幌市中央区南2条西12丁目324番地
11　南2条藤井ビル　6Ｆ

文化シヤッターサービス㈱　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
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北盛電設㈱ 代表取締役社長　稲津　亘 札幌市中央区北7条西20丁目1番15号

㈱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

㈱北海技研工業 代表取締役　藤原　政志 札幌市西区発寒16条13丁目2番1号

北海電気工事㈱ 取締役社長　阿部　幹司 札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

北海道エナジティック㈱ 代表取締役　鉢呂　喜一
札幌市白石区東札幌3条1丁目1番18
号

北海道オリオン㈱ 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

北海道温泉ポンプ㈱ 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

北海道技建㈱ 代表取締役　山田　崇広 小樽市銭函3丁目519番地12

北海道機販㈱ 代表取締役　髙松　健治 札幌市北区北18条西5丁目1番12号

㈱北海道グリーンメンテナンス 代表取締役　大野　宇樹 札幌市東区北丘珠4条3丁目10番20号

㈱北海道ジーエス・ユアサ
サービス

代表取締役　田中　伸幸 札幌市白石区菊水7条2丁目8番13号

北海道道路産業㈱ 代表取締役　藤巻　俊一 札幌市北区新川西1条1丁目1番30号

北海道ニチレキ工事㈱ 代表取締役　中村　強
札幌市白石区菊水元町6条4丁目2番1
号

北海道パワーエンジニアリン
グ㈱　伊達支店

理事支店長　髙木　靖俊 伊達市長和町169番地1

㈱北海道日立システムズ 代表取締役　河田　淳一 札幌市中央区大通西3丁目11番地

北海道富士電機㈱ 取締役社長　佐藤　友則 札幌市中央区大通東7丁目12番9

北海道三菱電機販売㈱ 代表取締役　荒木　久嗣 札幌市東区北24条東2丁目5番15号

北海道ライナー㈱ 代表取締役　加納　義幸 札幌市北区新琴似1条2丁目7番29号

北海道ラインファルト㈱ 代表取締役　金谷　俊幸
札幌市手稲区西宮の沢2条1丁目5番
30号

㈱北海道ロードサービス 代表取締役　千葉　敬 札幌市清田区清田1条3丁目7番55号

北海道ロードメンテナンス㈱ 代表取締役　米野　孝之 札幌市中央区北1条東12丁目22番地

北海土建工業㈱ 代表取締役　矢部　道晃 苫小牧市栄町2丁目1番27号

北海土木工業㈱ 代表取締役　千廣　隆幸 札幌市中央区南1条西9丁目1番地2

北関電気工事㈱ 代表取締役　岡崎　義勝 札幌市中央区北6条西17丁目17番地6

北紘建設㈱ 代表取締役　笹山　智市 伊達市元町71番地の21

ポリマー工業㈱ 代表取締役　伊藤　章芳 旭川市3条通16丁目2127番地の2

㈱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

前田建設工業㈱　北海道支店 執行役員支店長　安西　忠信 札幌市中央区大通西七丁目1番地1

㈱松村組　札幌支店 支店長　小林　浩幸 札幌市中央区大通東2丁目3番地

㈱松村電機製作所　札幌営業
所

所長　久保田　誠一
札幌市中央区南三条西3丁目8番1号　
エテルノビル

丸興商事㈱ 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

㈱丸島アクアシステム　北海
道支店

支店長　坂本　宏三 札幌市北区北7条西2丁目20番地　
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㈱丸斗工業 代表取締役　鈴木　英毅 勇払郡厚真町字厚和68番地

丸彦渡辺建設㈱　苫小牧支店
取締役執行役員支店長　佐藤　靖
浩

苫小牧市若草町5丁目5番1号

㈱丸博野沢組 代表取締役　野澤　政博 勇払郡厚真町新町155番地

丸福建設㈱ 代表取締役　阿戸　千愛 伊達市大滝区優徳町64番地15

丸茂電機㈱　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

三井住友建設㈱　北海道支店 執行役員支店長　中村　收志 札幌市中央区北1条西3丁目3番地

三菱電機ビルテクノサービス
㈱　北海道支社

支社長　徳永　俊太郎 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1

三菱電機プラントエンジニアリ
ング㈱　東日本本部　北海道

支社長　渡瀨　正樹
札幌市中央区北2条東12丁目98番地
42

三菱電機㈱　北海道支社 支社長　宮木　一郎 札幌市中央区北2条西4丁目1番地

宮坂建設工業㈱ 代表取締役　宮坂　寿文 帯広市西4条南8丁目12番地

宮永建設㈱ 代表取締役　宮永　雅己 当別町栄町819番地

宮脇土建㈱ 代表取締役　濁沼　英一 釧路市春採6丁目1番5号

㈱ミライト　北海道支店 北海道支店長　廣田　誠
札幌市白石区菊水七条2丁目7番1号　
札幌流通倉庫東ビル内

美和電気工業㈱　北海道支社 取締役支社長　安孫子　一広
札幌市西区二十四軒1条2丁目4番38
号

村本建設㈱札幌営業所 所長　奥寺　亨 札幌市東区北8条東3丁目1番1号

㈱明電エンジニアリング　北海
道支店

支店長　高橋　明彦 札幌市東区北十三条東6丁目1番23号

㈱明電舎　北海道支店 支店長　五十田　博昭 札幌市東区北13条東6丁目1番23号

明和工業㈱　北海道営業所 所長　高杉　真司 江別市弥生町21番地13

メタウォーター㈱　北海道営業
所

所長　山本　博志
札幌市中央区北1条東2丁目5-2　札幌
泉第一ビル

望月電設工業㈱ 代表取締役　望月　孝一 伊達市末永町62番地16

㈱森川組 代表取締役社長　森川　基嗣 函館市海岸町9番23号

㈱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

山﨑建設工業㈱ 代表取締役社長　江野　英嗣 札幌市中央区南1条西19丁目291番地

山大産業㈱ 取締役社長　岩倉　圭彦 苫小牧市末広町3丁目9番21号

大和谷工業㈱ 代表取締役　伊藤　勲 北見市豊地12番地14

㈱山西電気 代表取締役　山西　寛範 苫小牧市宮の森町2丁目2番13号

豊松吉工業㈱ 代表取締役　小笠原　行紀 札幌市南区澄川2条1丁目4番11号

㈱ユニオン・コンサルタント 代表取締役　関根　幸博 札幌市北区麻生町7丁目3番12号

㈱横河ブリッジ　札幌営業所 所長　高間　雅人 札幌市中央区北1条西4丁目2番2号

ライト工業㈱　北海道統括支
店

執行役員統括支店長　澤田　禎久 札幌市中央区北六条西18丁目1番7号

㈱りけん 代表取締役　宝本　昌紀 札幌市西区宮の沢3条5丁目6番26号

緑豊建設㈱ 代表取締役　矢部　隆明 苫小牧市若草町1丁目2番7号
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㈱ロード技研 代表取締役　水野　正博
札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目2番
30号

㈱渡辺塗料商会 代表取締役　森野　可大 札幌市清田区有明74番地5


