大樹町指名競争入札参加資格者名簿（十勝管外：物品・役務等事業者）
Ｎｏ 受付番号

商号又は名称

代

表

者

所

在

地

1

10 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

2

14 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

3

16 ㈱日本コンサルタントグループ札幌営業所

所長 栗塚 誉之

札幌市中央区北５条西６－２－２

4

18 ㈱ぎょうせい北海道支社

支社長 阿部 和彦

5

23 ㈱ＮＴＴ東日本-北海道

代表取締役

6

25 ㈱札幌北洋リース

代表取締役 飯田 祐司

札幌市中央区大通西３丁目11

7

30 ㈱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

8

32 山本電子工業(株)

代表取締役 山本 昌廣

網走市駒場南7丁目5番地11号

9

33 森平舞台機構㈱

代表取締役 森 健輔

東京都台東区花川戸二丁目11-2

10

35 ㈱札幌会議録センター

代表取締役 黒澤 秀樹

札幌市中央区北３条西２丁目 カミヤマビル内

11

36 ㈱ベルックス

代表取締役社長 梶野 弘毅

札幌市中央区北５条西１２丁目2番地

12

37 ㈱医療保険経理研究所

代表取締役社長 西川 愉逸

釧路市光陽町2-11

13

39 ㈱クリタス北海道支店

支店長 脇川 克晴

札幌市白石区平和通４丁目北２番33

14

40 橋本電気工事㈱

代表取締役社長

札幌市東区北１９条東１０丁目3-7

15

41 三和航測㈱ 北海道支社

支社長 大西 錦城

札幌市白石区本通１２丁目南５－１８－３０１

16

42 極東サービス㈱北海道出張所

所長 荒井 武史

札幌市東区北３５条東９丁目2-28

17

43 (株)ウォーターエージェンシー

管理所長 岩野 典昭

滝川市東町6丁目214番地11

18

44 三菱電機プラントエンジニアリング㈱東日本本部北支社長 渡瀬 正樹

札幌市中央区北２条東１２丁目98-42

19

45 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5-15

20

46 荏原環境プラント㈱ 北海道支店

支店長 山本 伸也

札幌市中央区北７条西１５丁目２８－１１

21

52 ㈱データホライゾン

代表取締役 内海 良夫

広島県広島市西区草津新町１丁目２１－３５

22

53 北海道エコリサイクルシステムズ㈱

代表取締役社長 黒川 秀昭

苫小牧市字柏原6-269

23

54 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12-9

24

55 ㈱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１－１

25

56 （一財）北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

理事長 三浦 洋嗣

札幌市豊平区平岸１条８丁目6-6

26

57 ㈱管路診断

代表取締役社長 河村 俊一郎

岩見沢市幌向南２条５丁目387-5

27

58 ㈱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

28

60 ㈱ディーソル北海道営業所

主任 大島 隆司

札幌市厚別区下野幌ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ１丁目1-10

29

61 リエスパワーネクスト(株)

代表取締役 青木 博幸

東京都豊島区東池袋四丁目21番1号

30

62 (株)アルカディア

代表取締役 天白 成一

大阪府簑面市簑面六丁目3番1号

31

63 大和産業㈱

代表取締役 大和 正道

札幌市北区東茨戸１条１丁目3-28

32

64 ㈱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３条西４丁目1-1

33

66 ユニオンデーターシステム㈱

取締役社長 岸本 健一

札幌市白石区本郷通１３丁目南５番９

34

67 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99-6

35

69 EY新日本有限責任監査法人 札幌事務所

業務責任者 板垣博靖

札幌市中央区北1条西４丁目１番地２

36

72 ㈲サンポウ物流

代表取締役 高橋 恒久

苫小牧市表町１丁目４番５号

37

73 シンレキ工業㈱北海道事業所

北海道事業所長 板倉 強

岩見沢市栗沢町由良244-18

38

75 北海道重建機工㈱

代表取締役 丹野 司

39

78 ㈱富士通ゼネラル 北海道情報通信ネットワーク営部長 八田 昭博

札幌市中央区北７条西１３丁目9-1

40

79 ヤマハサウンドシステム㈱

代表取締役 武田 信次郎

東京都中央区日本橋箱崎町41-12

41

80 ㈱東洋食品

代表取締役 萩久保 英男

東京都台東区東上野１丁目１４番４号

42

82 リーダース産業㈱

代表取締役 千葉 卓司

旭川市近文町１６丁目2785-2

43

83 シダックス大新東ヒューマンサービス(株)

代表取締役 関口 昌太朗

東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3

44

85 ㈱ぎじろくセンター東京営業所

取締役兼東京営業所長 濱野 尚子

東京都中央区日本橋小舟町9-3

45

88 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 北海道支店

支店長 久保田 司

札幌市中央区北１条西１０丁目１番地２１

46

90 日本ビズアップ(株)

代表取締役 吉岡 和守

東京都港区東新橋一丁目5番2号

47

93 ジェイアクア㈱

代表取締役 山田 雄司

札幌市南区澄川５条４丁目2-18

48

94 文化シャッターサービス(株) 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

49

95 新日本工業㈱

代表取締役 前田 敦

旭川市東８条６丁目5-8

50

96 日通商事㈱札幌支店

執行役員支店長 伊藤 誠吾

札幌市中央区北３条西１６丁目１番地９

51

97 ㈱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1-8

52

98 ㈱三宝商会

代表取締役 菅原 隆三

釧路市堀川町7-35

53

99 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱

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

札幌市中央区北５条西６丁目２－２

阿部

隆

土岐田 昇

札幌市中央区大通西１４丁目7番地

北広島市大曲中央１丁目2-6

54

101 ㈱I・TECソリュージョンズ

代表取締役社長 住岡 弘

苫小牧市表町１丁目１番１１号

55

108 ㈱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

56

112 ㈱松村電気製作所 札幌営業所

所長 久保田 誠一

札幌市中央区３条西３丁目８番１号

57

113 ㈱インタラック北日本

代表取締役 佐藤 安則

岩手県盛岡市中央通一丁目１１番１７号

58

114 ㈱図書館流通センター

代表取締役 細川 博史

東京都文京区大塚３丁目１番１号

59

115 新明和アクアテクサービス㈱北海道センター

所長 仙北谷 実

札幌市西区二十四軒１条7-2-39

60

121 ㈱前澤エンジニアリングサービス

所長 宇都宮 正

札幌市中央区南２条西６丁目１７番地

61

123 昇寿チャート㈱札幌支店

支店長 佐藤 俊哉

札幌市中央区北８条西１８丁目1番地7

62

124 太平洋設備㈱

代表取締役 小茄子川 充

釧路市春採５丁目16-17

63

126 ㈱ニチイ学館

代表取締役 森 信介

東京都千代田区神田駿河台２丁目９

64

128 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 新大通ビル

65

130 ㈱タクマ北海道支店

支店長 問谷 一麻

札幌市中央区大通西５丁目１１番地（大五ビル内）

66

131 富士フイルムメディカル㈱北海道支社

支社長 葛城 巧二

札幌市北区北18条西3丁目1番38号

67

132 ㈱クラーク総合通商

代表取締役 廣田 勝年

千葉市本町１丁目１番地１

68

133 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3-14

69

134 株式会社 マルベリー

代表取締役社長 高橋 和則

札幌市中央区北6条西16丁目1番地5

70

135 富士通リース㈱北海道支店

支店長 奥田 憲一

札幌市中央区北２条西４丁目１番地

71

136 丸三商事(株)

代表取締役 原

札幌市中央区南1条西12丁目322番地

72

144 ＡＬＳＯＫ北海道㈱

代表取締役 小松 裕

札幌市北区北７条西４丁目3-1

73

148 野外科学㈱

代表取締役 高岡 伸一

札幌市東区苗穂町１２丁目2-39

74

149 ㈱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１３-１４-１８

75

153 リコージャパン㈱販売事業本部北海道支社公共営 部長 宇野 暢智

札幌市北区北７条西２丁目8-1

76

154 ㈱荏原電産北海道営業所

所長 中川 洋志

札幌市白石区本通19丁目北1-25

77

156 アイ・テイ・エス株式会社

代表取締役 河瀬 恭弘

北海道札幌市中央区北五条西１２丁目２番地

78

162 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

79

163 ㈱タクマテクノス北海道

代表取締役 伊藤 誠

札幌市中央区大通西５丁目11 大五ビル内

80

164 ㈱釧路厚生社

代表取締役 福田 雅嘉

釧路市新野41-1

81

165 札幌施設管理㈱

代表取締役 田中 芳章

札幌市白石区南郷通14丁目北3番37号

82

166 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

83

168 セコム㈱

代表取締役 尾関 一郎

東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号

84

169 大日本コンサルタント(株)札幌営業所

所長 山田

札幌市西区二十四軒1条5丁目6番1号

85

171 日本衛生㈱ 道東支店

支店長 藤森 弦

釧路市海運１丁目１－９ 埠頭ビル

86

173 リコーリース㈱北海道支社

支社長 尾崎 宗則

札幌市中央区北２条西１丁目1

87

174 ㈱オーレンス

代表取締役 高橋 武靖

別海町別海旭町48番地1

88

175 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

89

177 ㈱日立ソリューションズ東日本 ソリューション第1営部長 澤田 潤

札幌市中央区北２条西４丁目１番地

90

178 日清医療食品㈱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

91

179 ㈱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

92

180 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

93

181 ㈱東日本計装

代表取締役 三浦 修司

札幌市東区北４３条東１丁目4番23号

94

183 北電総合設計㈱

代表取締役社長 古谷 恵一

札幌市中央区北１条東３丁目１番地１

95

185 ㈱Ｍ・Ｉ・Ｃ

代表取締役 木村 晶仁

苫小牧市新中野町３丁目1-12

96

186 システムバンク(株)

代表取締役 屋代 敦男

札幌市中央区大通西8丁目2番地

97

187 凸版印刷(株)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

98

189 ㈱第一岸本臨床検査センター

代表取締役 広瀬 正明

札幌市東区伏古７条３丁目5番10号

99

195 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

200 三ツ輪ベンタス㈱

代表取締役 栗林 延年

釧路市鳥取南５丁目12番5号

100

宏一

勝

札幌市中央区北３条西４丁目1番地1

101

201 三ツ輪共和コンクリート㈱

代表取締役 及川 浩孝

鶴居村字幌呂342番地10

102

203 一般社団法人 日本家族計画協会

理事長 北村 邦夫

東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

103

218 ㈱ムサシ 札幌支店

支店長 古谷 剛文

札幌市北区北１２条西３丁目1番15号

104

222 ㈱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

105

223 ㈱ビィーシステム

代表取締役 佐藤 博幸

札幌市北区北９条西３丁目10番地1

106

225 ㈱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

107

226 ㈱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

108

227 ㈱環境科学研究所

代表取締役 又野 昌秀

函館市西桔梗町28番地1

109

228 愛知時計電機㈱釧路営業所

所長 梶原 恵一

釧路市治水町6番10号

110

232 明和工業 株式会社

代表取締役 高杉 真司

江別市弥生町２１番地１３

111

234 ㈱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

112

235 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

113

237 ㈱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

114

238 (株)アイピーネット

代表取締役 佐藤

札幌市豊平区平岸1条13丁目4-1 2F

115

245 (株)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

116

247 水ingエンジアニリング株式会社 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

史

117

249 アズビル金門㈱釧路営業所

所長 田村 雅秀

釧路市暁町12-39

118

250 ㈱エイチ・アイ・ディ

システム統括本部長 中村 好宏

札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２

119

251 三和薬品㈱

代表取締役 齊藤 義人

釧路市駒場町13番12号

120

255 北栄機装㈱

代表取締役 川田 英夫

札幌市中央区南１条西１２丁目322番地

121

257 ワタキューセイモア㈱北海道支店

支店長 小原 彰宏

小樽市新光５丁目13-3

122

258 ㈱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 北海札幌市中央区北1条東4丁目1-1

123

259 ㈱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

124

262 ㈱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

125

263 東和Ｅ＆Ｃ㈱

代表取締役 成田 正志

札幌市東区北４１条東８丁目２番２５

126

264 富士ゼロックス北海道㈱公共営業部

公共営業部長 本間 友二

札幌市中央区大通西６丁目1番地

127

270 共和化工㈱札幌支店

支店長 渡邉 康大

札幌市中央区北2条東2丁目1-17

128

271 アジア航測(株)

所長 舘野 英浩

札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号

129

272 ㈱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

130

278 ㈱ミライト北海道支店

北海道支店長 廣田

札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号

誠

131

280 ㈱地域環境計画北海道支社

取締役北海道支社長 浜田 拓

札幌市北区北１７条西１丁目１番３号末永ビル

132

281 極東開発工業㈱

代表取締役 布原 達也

兵庫県西宮市甲子園口６丁目1番45号

支所長 小棚木 修

札幌市中央区北３条西１丁目１番地 サンメモリア

133

283 ㈱日水コン北海道支所

134

284 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 所長 田中 司

札幌市豊平区月寒中央通１１丁目7番40号

135

285 ㈱ウェルクル

支店長 畑澤 大輔

札幌市中央区大通西９丁目

136

286 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

137

288 未来のアグリ㈱

代表取締役 前原 伸一

札幌市東区北１９条東４丁目２－１０

138

290 第一法規㈱

代表取締役 田中 英弥

東京都港区南青山２丁目11番17号

代表取締役 関 尚平

東京都中央区日本橋人形町２丁目１４番１０号

139

291 キャノンメディカルファイナンス株式会社

140

293 (株)ＪＶＣケンウッド・公共産業システム北日本支店 所長 樋山

141

294 東日本電信電話㈱北海道事業部

望

北海道事業部長 阿部 隆

札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号
札幌市中央区大通西１４丁目７番地

142

295 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

143

296 ㈱ゼンリン旭川営業所

所長 福田 貴志

旭川市３条通り９丁目710

144

297 ㈱北海道モリタ

代表取締役 岩村 純一

札幌市東区苗穂町１３丁目2番17剛

145

302 ㈱環境リサーチ

代表取締役 森本 英嗣

札幌市豊平区中の島２条９丁目１番１号

146

303 テスコ㈱

代表取締役 髙橋 久治

東京都千代田区西神田１丁目４番５号

147

304 ㈱北海道クオン

代表取締役 岡本 憲昭

札幌市中央区北２条西１３丁目1番地50号

148

307 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5-2

149

308 水ｉｎｇ㈱北海道支店

支店長 室矢 聡

札幌市中央区北７条西１５丁目28番11号

150

309 富士ゼロックスシステムサービス㈱公共事業本部北支店長 足立 孝之

札幌市中央区大通西６丁目1番地

151

311 ㈱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

152

312 ㈱ＬＥＯＣ

代表取締役 田島 利行

東京都千代田区大手町１丁目１番３号

153

313 ㈱つうけんアドバンスシステムズ

代表取締役 橘川 龍也

札幌市白石区本通19丁目南6番8号

154

315 中央開発(株)札幌支店

支店長 阿部 哲男

札幌市北区北6条西9丁目2番地

155

318 ㈱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

156

319 ㈲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

157

320 北海道映像記録㈱

代表取締役 馬場 勉

札幌市中央区南８条西１５丁目4番1号

158

321 ㈱セラビ

代表取締役 川端 英司

札幌市東区本町１条９丁目2番4号

159

322 ㈱シミズシステム＆サービス

代表取締役 橋爪 治

釧路市新富士町５丁目3番28号

160

323 ㈱ポータス

代表取締役 栗林 周次

釧路市鳥取南５丁目12番5号

161

327 大和リース㈱

代表取締役 渡邊 博康

札幌市東区北４２条東１７丁目６番１２号

162

330 ソリマチ㈱

代表取締役 反町 秀樹

新潟県長岡市表町１丁目４番地２４

163

333 田井自動車工業㈱

代表取締役 岡田 泰次

札幌市東区北丘珠５条４丁目３番１号

164

334 シンコースポーツ北海道(株)

代表取締役 石崎 健太

札幌市中央区北2条西1丁目10番地

165

335 協和創業㈱

代表取締役 五十嵐 仁

札幌市東区北22条東1丁目1番50号

166

336 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

167

338 東芝エレベータ(株)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

168

339 ㈱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

169

340 ㈱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

170

341 (株)サンケミ

代表取締役 佐々木 久利

札幌市白石区菊水4条3丁目2番40号

171

342 日本コムテック㈱

代表取締役社長 北村 司

札幌市中央区南８条西１３丁目３番６０号

172

343 ㈱イビソク 札幌営業所

所長 加藤 尚史

札幌市中央区南４条西１３丁目１番３５号３階

173

344 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

174

345 ㈱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

175

348 ㈱サンエス・マネジメント・システムズ

代表取締役 宮田 昌利

釧路市末広町十丁目１番地６

176

349 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

177

350 フジテコム㈱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

178

351 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

179

357 環境クリエイト㈱

代表取締役 細川 裕俊

札幌市東区北２０条東２丁目2番32号

180

362 技販工業㈱

代表取締役 今野 昭裕

札幌市北区新琴似１２条１丁目２番地８号

181

363 水ingAM㈱北海道支店

支店長 出口 和好

札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号

182

364 ㈱北海道二十一世紀総合研究所

代表取締役社長 迫田 敏高

札幌市中央区大通西３丁目１１番地

183

365 エヌエス環境㈱札幌支店

支店長 倉井 規広

札幌市中央区北１条西１６丁目１番地１２

184

367 ㈱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

185

369 ㈱北海道朝日航洋釧路支店

支店長 酒井 靖生

釧路市北大通11丁目1番2号

186

371 ㈱KOO

代表取締役 中村 友

小樽市若松2丁目5番14号

187

374 富士産業㈱

代表取締役 中村 勝彦

東京都港区新橋５丁目３２番７号

188

376 北海道地図㈱

代表取締役 小林 毅一

旭川市台場１条２丁目1-6

189

379 ㈱北海道気象技術センター

代表取締役 松岡 直基

札幌市中央区北４条西２３丁目１番１８

190

380 サージミヤワキ㈱

代表取締役 宮脇 豊

東京都品川区東五反田１丁目19-2

191

384 日本工営㈱札幌支店

支店長 橋場 克泰

札幌市中央区北５条西６丁目２番地

192

386 ㈱日本防災技術センター

代表取締役 指川 司

札幌市北区北１０条西４丁目１番地

193

389 ㈱札幌ニチエー

代表取締役 橋本 貴行

札幌市手稲区新発寒５条１丁目1101-35

194

390 ㈱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3-1

195

391 やまざきじどうしゃ㈱

代表取締役 山崎 広志

札幌市白石区東札幌５条５丁目１４番１２号

196

392 大崎データテック㈱釧路営業所

所長 市川 昭彦

釧路市末広町１０丁目1-6

197

394 大新東株式会社

代表取締役 森下 哲好

東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地3

198

396 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番３７号

199

397 東洋計器㈱札幌支店

支店長 藤平 朋昭

札幌市中央区大通西7-2-2

支店長 進藤 亘

北海道札幌市白石区菊水元町9条２丁目10番12号

200

398 コウフ・フィールド株式会社 北海道支店

201

399 OKIクロステック株式会社 支社統括本部 北海道支
支社長 森山 隆勝

札幌市中央区北１条東８丁目２番１８号

202

408 株式会社 森のエネルギー研究所

東京都羽村市小作台1-4-21

代表取締役 大場 龍夫

203

409 ㈱鈴木商会

代表取締役 駒谷 僚

札幌市中央区北４条西４丁目１番地１

204

415 シャープファイナンス株式会社 北海道支店

支店長 池田 晴彦

北海道札幌市西区二十四軒一条７丁目３番１７号

205

418 Next-i 株式会社

代表 藤井 文彦

札幌市中央区北４条西４丁目１－７

206

419 北海道管材㈱

代表取締役 小野澤 吾朗

札幌市北区新川4条4丁目1番40号

207

420 開発工建㈱

代表取締役 奈良 和康

岩見沢市幌向北１条２丁目580

208

421 ㈱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1-36

209

423 アビックラボ㈱

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

210

424 （財）北海道森林整備公社

理事長 森田 良二

札幌市中央区北４条西５丁目１番地 林業会館４階

