
大樹町指名競争入札参加資格者名簿（十勝管内：建設工事等事業者）

Ｎｏ
受付
番号

商号又は名称 有資格 希望工種 代表者 所在地

1 1 ㈱真鍋庭園緑化 造園, 造園, 真鍋　憲太郎 帯広市稲田町東2線6番地

2 30 三立機電㈱帯広支店 電気,管,機械器具, 電気,管,機械器具, 支店長　門　覚 帯広市西20条北1丁目3番24号

3 50 ㈱オビネンテクノス 管, 管, 代表取締役　三浦　修司 帯広市東5条南21丁目1-68

4 52 十勝舗道㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　桑原　廣 帯広市西23条北2丁目17番地5

5 55 ㈱菊地建設工業 土木,とび・土工, 土木,とび・土工, 代表取締役　樋渡　敦 幕別町札内豊町25-13

6 56 ㈱コニシ 建築,とび・土工,塗装,内装, 建築,とび・土工,塗装,内装, 代表取締役　小西　芳夫 帯広市西19条南1丁目4-10

7 58 五建工業㈱帯広営業所 建築,管,機械器具,消防施設, 建築,管,機械器具,消防施設, 所長　高山　信義 帯広市東1条南26丁目10-1

8 70 ㈱王勝設備 管, 管, 代表取締役　千葉　清秀 帯広市新町西8丁目4

9 77 ㈱エムエー工業 土木,とび・土工,管,水道施設, 土木,とび・土工,管,水道施設, 代表取締役　青木　哉 帯広市西3条南28丁目14番地

10 84 ㈱北弘電社　帯広支社 土木,電気,管,鋼構造物,舗装,塗装,機械器具,電気通信,水道施設,消防施設, 土木,電気,管,鋼構造物,舗装,塗装,機械器具,電気通信,水道施設,消防施設, 支社長　川瀬　晋介 帯広市西1条南15丁目9番地

11 93 ㈱畑下興業 土木,とび・土工,管,水道施設, 土木,とび・土工,管,水道施設, 代表取締役　髙橋　正幸 広尾町並木通東2丁目151番地3

12 100 西岡建設㈱ 土木,建築,とび・土工,石,鋼構造物,舗装,しゅん,造園,水道施設, 土木,建築,とび・土工,石,鋼構造物,舗装,しゅん,造園,水道施設, 代表取締役　西岡　正興 帯広市依田町18-2

13 104 河合鉄工㈱ 建築,鋼構造物, 建築,鋼構造物, 代表取締役社長　河合　武洋 帯広市西22条北1丁目5-1

14 108 坂本工建㈱ 土木,建築,大工,とび・土工,電気,管,タイル・レンガ,鋼構造物,鉄筋,舗装,しゅん,板金,ガラス,塗装,防水,内装,熱絶縁,造園,建具,水道施設, 土木,建築,大工,とび・土工,電気,管,タイル・レンガ,鋼構造物,鉄筋,舗装,しゅん,板金,ガラス,塗装,防水,内装,熱絶縁,造園,建具,水道施設, 代表取締役　坂本　夕樹 音更町南鈴蘭南2丁目4

15 152 富士工業㈱ 土木,建築,とび・土工,石,管,鋼構造物,舗装,水道施設, 土木,管, 代表取締役　岡田　清治 本別町南1丁目6-4

16 155 ㈱樋口電気工業 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　樋口　和夫 帯広市西25条北1丁目2-6

17 156 ㈱サンコー緑化　十勝営業所 土木,とび・土工,造園, 土木,造園, 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6

18 158 東光舗道㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役社長　河西　智子 帯広市西23条北1丁目1-16

19 160 北原通信㈱ 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　北原　信行 帯広市東9条南14丁目2

20 163 ㈱佐藤工務店 土木,建築,大工,舗装, 土木,建築,舗装, 代表取締役　佐藤　聡 帯広市緑ヶ丘7丁目2番地

21 164 堀川建設㈱ 建築, 建築, 代表取締役　堀川　隆之 帯広市白樺16条西4丁目1

22 168 ㈱ナリタック 建築,とび・土工,塗装,防水,内装, 建築,とび・土工,塗装,防水,内装, 代表取締役　成田　リサ 帯広市西11条北7丁目4番地

23 169 ㈱ヤマト商会 電気,消防施設, 電気,消防施設, 代表取締役　池田　誠 帯広市東10条南7丁目1-15

24 172 ㈱ヤマジョウ 土木,建築,電気,管, 土木,建築,電気,管, 代表取締役　太田　智範 更別村字更別南1線91

25 178 昭和工業㈱ 土木,とび・土工,舗装,水道施設, 土木,水道施設, 代表取締役　神田　龍一 帯広市西18条南1丁目14

26 179 上嶋工業㈱ 防水, 防水, 代表取締役　野澤　克朗 帯広市西16条南4丁目21-8

27 182 ㈱三島組 土木,とび・土工,管,舗装,水道施設, 土木,とび・土工,管,舗装,水道施設, 代表取締役　三島　徹朗 幕別町忠類白銀町158番地

28 183 山田機械工業㈱ 土木,管,鋼構造物,水道施設, 土木,管,鋼構造物,水道施設, 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4-2

29 187 丹野建設㈱ 土木,とび・土工,石,鋼構造物,舗装,水道施設, 土木, 代表取締役　丹野　泰彦 芽室町東3条1丁目7

30 188 クリアロード㈱ 土木,舗装, 土木,舗装, 代表取締役　合田　弘孝 清水町字清水783

31 189 ㈱情報システム 電気, 電気, 代表取締役　矢野　眞砂子 帯広市西19条南5丁目2-3

32 193 小川建設工業㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　小川　哲也 本別町上本別10-3

33 195 ㈱ニシダ 土木,舗装, 土木,舗装, 代表取締役　西田　康稔 音更町宝来本通8丁目2-6

34 198 松木設備保温工業㈱ 管,熱絶縁,水道施設, 管,熱絶縁,水道施設, 代表取締役　松木　哲治 帯広市西2条北2丁目7
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35 202 ㈱トーシン 土木,舗装, 土木,舗装, 代表取締役社長　佐藤　誠吾 音更町新通12丁目7

36 211 日新ハウス㈱ 建築, 建築, 代表取締役　工藤　大輔 帯広市西16条南1丁目7-2

37 212 昭榮電機㈱ 電気,電気通信, 電気,電気通信, 代表取締役　西保　剛 帯広市自由が丘4丁目9-11

38 213 滝上電気工業㈱ 電気, 電気, 代表取締役　瀧上　富雄 幕別町札内あかしや町59-21

39 216 ㈱成井 土木,とび・土工,造園, 土木,とび・土工,造園, 代表取締役　成井　勝美 帯広市東10条南6丁目5-1

40 219 徳井建設工業㈱ 土木,とび・土工,鋼構造物,舗装, 土木,舗装, 代表取締役　徳井　裕昭 帯広市東9条南8丁目1-2

41 223 ㈱振興電気 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　杉山　晴美 帯広市西17条南1丁目14-1

42 229 ㈱市川組 土木,建築,大工,とび・土工, 土木,建築,大工,とび・土工, 代表取締役　市川　幹雄 帯広市緑ヶ丘2条通5丁目4

43 231 拓北電業㈱帯広支店 電気, 電気, 取締役支店長　押切　豊 帯広市西11条北1丁目22-5

44 232 ㈱北口電器商会 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　秋田谷　文雄 帯広市西24条北2丁目5-52

45 234 アカイシ建設㈱ 土木,建築,大工,とび・土工,しゅん, 土木,建築,大工,とび・土工, 代表取締役　赤石　浩行 広尾町並木通東2丁目138

46 235 森設備工業㈱ 土木,管,水道施設, 管, 代表取締役　森　賢伸 帯広市西19条北1丁目1-1

47 236 青木建設㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役社長　青木　昇 芽室町東11条10丁目1

48 237 ㈱セイトー電設 電気, 電気, 代表取締役　玉田　晃一 帯広市東3条南25丁目4番地

49 239 イチエイ山田建設㈱ 土木,建築,大工,とび・土工,舗装,水道施設, 土木,建築, 代表取締役　中塚　学 帯広市東7条南8丁目11番地

50 242 ㈱北海道ロードサービス道東支店 土木,とび・土工,舗装,塗装, 土木,舗装,塗装, 道東支店長　西野　政裕 帯広市西12条北1丁目13

51 245 北海道道路整備㈱ 土木,とび・土工,塗装, 土木,とび・土工,塗装, 代表取締役　佐々木　和彦 帯広市西24条北2丁目5-27

52 253 門工業㈱ 土木,管, 土木,管, 代表取締役　澁佐　信一 豊頃町茂岩新和町103

53 255 右谷建設工業㈱ 土木,建築,とび・土工,鋼構造物,舗装,塗装, 土木,建築,舗装, 代表取締役　右谷　昌彦 帯広市東6条南13丁目19-1

54 256 ㈱共成 建築,管,鋼構造物,塗装,機械器具, 建築,管,鋼構造物,塗装,機械器具, 代表取締役　堀田　敏 帯広市西17条南1丁目1-13

55 258 ㈱アスワン 土木,建築,とび・土工,管,鋼構造物,舗装,造園,水道施設, 土木,建築,管,舗装, 代表取締役社長　木川　靖洋 幕別町札内青葉町308

56 260 ㈱川原田塗装工業 建築,塗装,防水,内装, 建築,塗装,防水,内装, 代表取締役　川原田　義和 帯広市西20条南5丁目1-4

57 264 川岸電設㈱ 電気, 電気, 代表取締役　川岸　哲夫 帯広市西2条南38丁目4-14

58 267 ㈱畑下組 土木,建築,とび・土工,舗装, 土木,建築,舗装, 取締役社長　畑下　茂 広尾町並木通東2丁目151-3

59 269 冨士新舗道㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　新妻　寛 帯広市大正町基線48

60 270 大昭電気工業㈱ 電気, 電気, 代表取締役　出村　行敬 帯広市西9条北3丁目3番地

61 273 北洋道路㈱ 土木,舗装, 土木,舗装, 代表取締役　田村　公裕 帯広市西3条北2丁目19-4

62 274 ㈲山建産業 塗装,防水, 塗装,防水, 代表取締役　山下　琢也 帯広市空港南町南10線西34番地1

63 283 武田建設㈱ 土木,建築, 土木,建築, 代表取締役　武田　啓司 帯広市西5条南29丁目5

64 287 ㈱髙橋組 土木,建築,大工,とび・土工,舗装,防水,内装,造園,水道施設, 土木,建築, 代表取締役　髙橋　勇雄 音更町木野大通東13丁目3-26

65 291 北海道道路保全㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　土屋　英之 帯広市西23条北1丁目1-16

66 293 道路建設㈱道東出張所 土木,とび・土工,舗装,造園, 土木,とび・土工,舗装,造園, 所長　高橋　洋志 幕別町字明野299-2

67 294 ㈱平田建設 土木,建築,とび・土工,舗装,水道施設, 土木,建築,舗装, 代表取締役　長谷川　雅毅 士幌町字士幌西2線160

68 295 相互電業㈱ 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役社長　　板倉　利幸 帯広市東1条南5丁目2

69 296 拓殖工業㈱ 土木,建築,とび・土工,舗装,しゅん,水道施設, 土木, 代表取締役　武田　孝 広尾町公園通北2丁目1
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70 299 萩原建設工業㈱ 土木,建築,大工,左官,とび・土工,鋼構造物,舗装,しゅん,防水,内装,建具,水道施設, 土木,建築,舗装, 代表取締役社長　萩原　一利 帯広市東7条南8丁目2番地

71 300 ㈲高橋ボイラー設備工業 管, 管, 代表取締役　髙橋　延忠 帯広市西16条南32丁目10番地3

72 301 道路工業㈱十勝営業所 土木,とび・土工,鋼構造物,舗装,塗装,造園,水道施設, 土木,舗装, 所長　大友　崇生 帯広市東6条南1丁目2-11グリーンアベニューⅡ202

73 303 ㈱奥原商会 管, 管, 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3-30

74 306 ㈱北立浦幌事業所 土木,とび・土工,舗装,塗装, 土木,とび・土工,舗装,塗装, 取締役事業所長　沢田　豊和 浦幌町字太平39-7

75 308 ボイラテクノサーブ㈱ 管, 管, 代表取締役　土井　巧 帯広市西11条南27丁目28-3

76 310 東洋通工㈱ 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　塚野　英吉 帯広市西15条南10丁目1番地33

77 312 フジ暖房工業㈱ 管, 管, 代表取締役社長　西藤　博行 帯広市西20条北1丁目6-7

78 317 宮田帯東㈱ 土木,とび・土工,管,舗装,水道施設, 土木,とび・土工,管,舗装,水道施設, 代表取締役　宮田　忠雄 帯広市西6条南30丁目18

79 318 藤原工業㈱ 土木,建築,とび・土工,管,鋼構造物,舗装,造園,水道施設, 土木,建築,とび・土工,管,鋼構造物,舗装,造園,水道施設, 代表取締役　藤原　治 幕別町旭町91

80 319 東日本道路㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　萩原　久司 帯広市東7条南8丁目2

81 320 ㈱互建防水工業 建築,塗装,防水,内装, 建築,塗装,防水,内装, 代表取締役　吉田　一彦 帯広市西10条南11丁目2-6

82 322 岡田建設㈱ 土木,建築,大工,とび・土工,屋根,鋼構造物,舗装,板金,塗装,防水,内装,建具,水道施設, 土木,建築,大工,とび・土工,鋼構造物, 代表取締役　岡田　俊治 帯広市西1条南29丁目1

83 324 宮坂建設工業㈱ 土木,建築,大工,左官,とび・土工,石,屋根,管,タイル・レンガ,鋼構造物,鉄筋,舗装,しゅん,板金,ガラス,塗装,防水,内装,熱絶縁,造園,建具,水道施設, 土木,建築,とび・土工,管,鋼構造物,舗装,造園, 代表取締役　宮坂　寿文 帯広市西4条南8丁目12

84 325 陸奥造園土木㈱ 造園, 造園, 代表取締役　高田　浩樹 芽室町東芽室南2線14-13

85 327 ㈱伊豆倉組 土木,とび・土工, 土木,とび・土工, 代表取締役　伊豆倉　寿信 帯広市東6条南7丁目20番地

86 329 西江建設㈱ 土木,建築,とび・土工,石,管,鋼構造物,鉄筋,舗装,しゅん,防水,造園,水道施設, 土木,鋼構造物,舗装, 取締役社長　西江　靖幸 帯広市西4条北2丁目20

87 339 ㈱北洋防災工業所 電気,管, 電気,管, 代表取締役　吉川　義範 帯広市西17条北2丁目19-5

88 351 ㈱横山電気商会 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　横山　協司 足寄町南2条2丁目3

89 352 畠山建設工業㈱ 土木, 土木, 代表取締役　岡田　清信 豊頃町茂岩新和町68-1

90 353 栗林建設㈱ 土木,建築,とび・土工,管,鋼構造物,舗装,しゅん,造園,水道施設, 土木,建築,管,鋼構造物,舗装, 代表取締役社長　河西　健一 帯広市西10条南4丁目12

91 354 ㈱ホリタ 土木, 土木, 代表取締役　堀田　真 広尾町字野塚764

92 355 太平電気㈱ 電気, 電気, 代表取締役　青柳　幸夫 帯広市西16条南6丁目42-20

93 357 ㈲五十嵐塗装工業 塗装, 塗装, 代表取締役　五十嵐　真佐紀 帯広市西12条南29丁目2

94 358 タナ鐵工㈱ 建築,大工,鋼構造物, 建築,大工,鋼構造物, 代表取締役　棚　正義 芽室町東芽室基線7番地23

95 359 ㈱三協設備 管, 管, 代表取締役　中山　直也 帯広市西17条南3丁目36-22

96 364 ㈱カンキョウ 土木,とび・土工,管,しゅん,水道施設, 土木,とび・土工,管,しゅん,水道施設, 代表取締役　根本　健史 新得町字新得東1線32-8

97 365 丸富士三浦建設㈱ 土木,建築,大工,とび・土工,屋根,塗装,内装, 土木,建築,大工,とび・土工,屋根,塗装,内装, 代表取締役　三浦　平靖 芽室町東芽室基線3番地

98 366 ㈲マツデン 電気通信, 電気通信, 代表取締役　松浦　勝司 帯広市西19条南3丁目51番地

99 367 ㈲原田工業 土木,管,水道施設, 土木,管,水道施設, 代表取締役　原田　貢 中札内村西1条北7丁目7-3

100 368 日協設備㈱ 管, 管, 代表取締役　安部　義雄 帯広市西20条南3丁目2-17

101 369 道朝日電設㈱ 電気, 電気, 代表取締役　中村　浩和 帯広市南の森西1丁目1-3

102 370 大栄電設㈱ 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　所　輝雄 帯広市東1条南3丁目19

103 372 ㈱うさぎハウジング 建築,大工,とび・土工,塗装,防水, 建築,大工,とび・土工,塗装,防水, 代表取締役　村上　隆紀 幕別町札内桜町91番地の11

104 373 ㈱三光工業 土木,管, 土木,管, 代表取締役　笹井　祐三 帯広市西2条南27丁目16

105 374 ㈱柴野電工社 電気, 電気, 代表取締役　柴野　浩志 帯広市東9条南10丁目35-1
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106 375 ㈱アイエス 電気, 電気, 代表取締役　中川　英和 帯広市西11条南34丁目7-1

107 380 ㈲森本商会 土木,管,水道施設, 土木,管,水道施設, 代表取締役　日塔　隆博 幕別町忠類幸町17

108 382 ㈱道東オーテック 電気, 電気, 代表取締役　木村　博 帯広市西12条南12丁目4

109 390 ㈲親和通信工業 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　板倉　利男 帯広市東1条南5丁目2

110 393 ㈱高木美装 大工,塗装,内装, 大工,塗装,内装, 代表取締役　高木　叔敏 幕別町札内西町91-4

111 401 ㈱大成塗装工業 土木,とび・土工,塗装,防水, 土木,とび・土工,塗装,防水, 代表取締役　長屋　正宏 音更町新通11丁目2番地4

112 402 永光建設㈱ 土木,とび・土工,電気,舗装,造園,水道施設, 土木,とび・土工,電気,舗装,造園, 代表取締役　村上　誠 帯広市西20条北2丁目28-21

113 403 ㈲小川建設 建築,大工,とび・土工, 建築,大工,とび・土工, 代表取締役　小川　誠二 更別村字更別南1線91

114 404 ㈱熊谷興業 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　西垣　孟 帯広市西23条南1丁目35

115 406 船田無線㈱ 電気, 電気, 代表取締役　中川　和治 広尾町西4条6丁目2-3

116 409 仁木工業㈱ 土木,建築,大工,とび・土工,管,塗装,建具,水道施設, 土木,建築,大工,とび・土工,管,塗装,水道施設, 代表取締役　阿部　伸也 音更町大通3丁目2番地

117 413 東亜飯田㈱ 土木,とび・土工,舗装,水道施設, 土木,とび・土工, 代表取締役　飯田　正行 帯広市西10条北6丁目6

118 414 ㈱きだ塗装 塗装,内装, 塗装,内装, 代表取締役　木田　良二 帯広市西15条北7丁目5-11

119 424 中島金属工業㈱ 建築,屋根,鋼構造物,板金,建具, 建築,屋根,鋼構造物,板金,建具, 代表取締役　茶谷　眞 幕別町字千住397番地94

120 425 ㈱池田塗装工事 建築,塗装, 建築,塗装, 代表取締役　池田　欣央 帯広市西8条南30丁目2-3

121 426 ㈲南塗装工業 塗装, 塗装, 代表取締役　南　剛至 帯広市西16条南1丁目23-13

122 427 北央道路工業㈱十勝営業所 土木,とび・土工,舗装, 土木,舗装, 営業所長　五十嵐　隆 更別村字上更別

123 439 川田工業㈱ 土木,建築,とび・土工,鋼構造物,舗装,水道施設, 土木,建築,鋼構造物,舗装, 代表取締役　川田　章博 帯広市東5条南5丁目1

124 440 ㈱ネクサス 土木,建築,鋼構造物,舗装,造園,水道施設, 土木,建築,鋼構造物,舗装,造園,水道施設, 代表取締役　曽根　啓介 帯広市西6条南6丁目4

125 451 ㈱北土開発 土木,建築,とび・土工,鋼構造物,舗装,水道施設, 土木,建築,とび・土工,舗装, 代表取締役　山田　朝常 芽室町東6条10丁目1-1

126 452 ㈲臼井重機 土木, 土木, 代表取締役　臼井　美紀 広尾町字野塚10線32

127 466 ㈱北のハウス 土木,建築,大工,とび・土工, 建築,大工, 代表取締役　小田　衣代 帯広市大通南17丁目6-1

128 468 熱原設備㈱ 土木,とび・土工,電気,管,水道施設, 土木,電気,管,水道施設, 代表取締役　原田　照久 帯広市東5条南6丁目15

129 471 ㈱ボーケン工業 土木,建築, 土木,建築, 代表取締役　三浦　茂彦 帯広市西20条北2丁目22番地21

130 475 髙堂建設㈱南十勝支店 土木,とび・土工,鋼構造物,造園,水道施設, 土木, 常務取締役南十勝支店長　佐々木　守 広尾町字野塚772番地2

131 477 ㈱東伸建設 土木,建築,大工,左官,とび・土工,水道施設, 土木,建築,大工,とび・土工, 代表取締役　大澤　将克 帯広市東9条南14丁目2-54

132 485 ㈱有賀さく泉工業 とび・土工,さく井, とび・土工,さく井, 代表取締役　正木　省司 帯広市東3条南19丁目1

133 486 加藤建設㈱ 土木,建築,大工,とび・土工,管,鋼構造物,鉄筋,舗装,塗装,防水,造園,水道施設,道路清掃,委託その他, 土木,建築,管,鋼構造物,舗装,塗装,造園,水道施設,道路清掃,委託その他, 代表取締役　加藤　茂樹 幕別町忠類白銀町200

134 489 栗建機工㈱ 土木, 土木, 代表取締役　河西　健一 帯広市西23条北1丁目4番地30

135 503 ㈱ティーワイ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　山内　俊男 更別村字更別192-52

136 511 ㈱西川工務店 土木,建築,大工,とび・土工, 土木,建築, 代表取締役　太田　純基 帯広市東2条南23丁目17番地

137 512 末廣屋電機㈱帯広支社 電気,機械器具,電気通信,消防施設, 電気,機械器具,電気通信,消防施設, 支社長　松澤　勝広 帯広市自由が丘4丁目9-11

138 515 大塚電設工事㈱ 電気, 電気, 代表取締役　大塚　秀行 音更町宝来仲町北1丁目12-9

139 516 ㈱総合防災 電気,消防施設, 電気,消防施設, 代表取締役　遠山　榮一 帯広市西11条南2丁目3

140 523 三洋興熱㈱ 電気,管, 電気,管, 取締役社長　笹井　祐三 帯広市西8条南7丁目1
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141 530 ㈱アクト 土木,建築,管, 土木,建築,管, 代表取締役　内海　洋 帯広市大通南16丁目2番地2

142 540 ㈱土谷特殊農機具製作所 土木,建築,管,機械器具, 土木,建築,管,機械器具, 代表取締役　土谷　紀明 帯広市西21条北1丁目3-2

143 549 ㈱イーグル電気 電気,電気通信, 電気,電気通信, 代表取締役　島田　要 帯広市西17条南3丁目1-12

144 577 十勝道路㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,舗装, 代表取締役　山口　富仁 帯広市東1条南23丁目8

145 580 ㈱キロコ電気 電気,電気通信, 電気,電気通信, 代表取締役　前原　謙慈 帯広市新町西9丁目2

146 581 桐谷建設工業㈱ 土木,とび・土工,舗装, 土木,とび・土工,舗装, 代表取締役　松田　昭博 帯広市西16条南1丁目12番5号

147 582 井上塗装工業㈱ 塗装, 塗装, 代表取締役　井上　のり子 帯広市白樺16条東13丁目4

148 593 ㈱山水工業 土木,管,水道施設, 土木,管,水道施設, 代表取締役　草野　誠 帯広市西14条南34丁目4番地6

149 595 ㈱アベ 建築,防水,内装, 建築,防水,内装, 代表取締役社長　阿部　太介 帯広市大通南3丁目17-1

150 600 ㈱牧野電気 電気,電気通信,消防施設, 電気,電気通信,消防施設, 代表取締役　牧野　昭夫 清水町南1条8丁目17番地


