
〇令和３年度・４年度南幌町競争入札参加資格者名簿（建設工事・設計）

大　分　類 受付番号 申請者名 住所（市町村） 受任支店等住所（市町村） 受任支店等名

設計等 1 株式会社　西村建築設計事務所 札幌市
建設工事 4 トキワ地研株式会社 札幌市
設計等 4 トキワ地研　株式会社 札幌市

建設工事 5 橋本電気工事株式会社 札幌市
建設工事 6 株式会社　四宮造園 札幌市
建設工事 7 北海道ライナー株式会社 札幌市
建設工事 8 株式会社　伊藤塗工部 札幌市
建設工事 11 パナソニックLSエンジニアリング株式会社 大阪府 仙台市 パナソニックLSエンジニアリング株式会社　北海道・東北支店
建設工事 12 株式会社　大島塗装店 札幌市
設計等 13 株式会社　岡田設計 札幌市

建設工事 15 板谷土建　株式会社 札幌市
建設工事 19 北盛電設株式会社 札幌市
建設工事 21 株式会社　保工北海道 札幌市
建設工事 22 ナラサキ産業　株式会社 札幌市 札幌市 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社
建設工事 29 株式会社　田中組 札幌市
建設工事 30 央幸設備工業　株式会社 札幌市
建設工事 31 アーストラストエンジニアリング　株式会社 札幌市
建設工事 33 新栄クリエイト　株式会社 札幌市
建設工事 34 イカリ設備　株式会社 札幌市
建設工事 36 三益工業　株式会社 札幌市
建設工事 37 松浦建設　株式会社 岩見沢市
建設工事 38 北海道三菱電機販売　株式会社 札幌市
建設工事 39 喜多村建設　株式会社 夕張郡由仁町
設計等 40 株式会社　シン技術コンサル 札幌市

建設工事 41 西出興業　株式会社 赤平市
建設工事 42 株式会社　鴻池組 大阪府大阪市 札幌市 株式会社　鴻池組　北海道支店
建設工事 43 共和工業　株式会社 北広島市
設計等 45 株式会社　日本工房 札幌市
設計等 48 一般社団法人　北海道開発技術センター 札幌市

建設工事 49 株式会社　日新工業 札幌市
設計等 50 株式会社　KITABA 札幌市
設計等 51 三和航測株式会社 東京都 札幌市 三和航測株式会社　北海道支社
設計等 51 三和航測株式会社 東京都 札幌市 三和航測株式会社　北海道支社

建設工事 53 株式会社　平野造園 札幌市
設計等 54 株式会社まちづくり計画設計 札幌市
設計等 55 グローバル設計株式会社 札幌市

建設工事 56 佐藤工業株式会社 東京都 札幌市 佐藤工業株式会社札幌支店
建設工事 57 共立道路株式会社 夕張郡栗山町
設計等 58 一般財団法人　北海道建設技術センター 札幌市

建設工事 59 宮永建設株式会社 当別町
設計等 60 株式会社　日本技建 札幌市

建設工事 61 舞鶴設備工業株式会社 千歳市
建設工事 64 株式会社　Ｍｚ原田 札幌市
設計等 65 株式会社　建設技術研究所 東京都 札幌市 株式会社　建設技術研究所　北海道支社
設計等 67 株式会社　アトリエアク 札幌市

建設工事 68 株式会社　朝日工業社 東京都 札幌市 株式会社　朝日工業社　北海道支店
建設工事 69 大栄建工株式会社 石狩郡当別町
建設工事 71 岩田地崎建設株式会社 札幌市
建設工事 72 株式会社　日進製作所 札幌市
設計等 73 株式会社　みずほ栄設計 岩見沢市

建設工事 74 株式会社　結城電気工事 札幌市
建設工事 75 北海土木工業株式会社 札幌市
建設工事 77 北海道ラインファルト株式会社 札幌市
建設工事 78 株式会社丹波組 千歳市
設計等 79 株式会社　ニューアクシス 旭川市
設計等 80 日測技研株式会社 札幌市

建設工事 81 北海道技建株式会社 小樽市
建設工事 82 山崎建設工業株式会社 札幌市
建設工事 83 株式会社　南部電設工業 岩見沢市
建設工事 84 公南山明建設　株式会社 岩見沢市
建設工事 85 中山建設　株式会社 千歳市
設計等 86 株式会社　環境設備計画 札幌市
設計等 88 株式会社　岩見田・設計 札幌市

建設工事 89 株式会社　ジー・ガイヤ 札幌市
設計等 91 株式会社　ズコーシャ 帯広市 札幌市 株式会社　ズコーシャ　札幌支社

建設工事 92 三共電気工業株式会社 札幌市
建設工事 93 株式会社　渡辺塗料商会 札幌市
建設工事 95 Ｍ・Ｋロード株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 97 株式会社　丸竹竹田組 札幌市
設計等 98 株式会社　帝国設計事務所 札幌市
設計等 99 株式会社　北海道農業建設コンサルタント 札幌市
設計等 100 株式会社　アルファ技研 札幌市

建設工事 101 株式会社　アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都 札幌市 株式会社　アサノ大成基礎エンジニアリング　北海道支社
設計等 101 株式会社　アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都 札幌市 株式会社　アサノ大成基礎エンジニアリング　北海道支社

建設工事 102 株式会社　北立 岩見沢市
建設工事 103 株式会社　誠塗装店 札幌市
建設工事 104 池田煖房工業株式会社 札幌市
設計等 105 株式会社　環境緑地研究所 札幌市
設計等 106 株式会社　タナカコンサルタント 苫小牧市

建設工事 108 株式会社　園建 札幌市
建設工事 109 愛知時計電機　株式会社 名古屋市 札幌市 愛知時計電機株式会社　札幌支店
設計等 110 株式会社　共立測量設計 札幌市

建設工事 111 株式会社　鈴木東建 札幌市
建設工事 112 日本防水総業株式会社 札幌市
設計等 113 株式会社　中原建築設計事務所 旭川市

建設工事 114 株式会社　ロード技研 札幌市
建設工事 115 振興電気株式会社 東京都 札幌市 振興電気株式会社　北海道支店
設計等 116 株式会社　鉄川建築設計事務所 札幌市

建設工事 119 株式会社　工成舎 札幌市
建設工事 120 秋津道路株式会社 札幌市
設計等 122 株式会社　アキバ設計 滝川市

建設工事 125 株式会社　ふじ研究所 札幌市
建設工事 129 日本電設工業株式会社 東京都 札幌市 日本電設工業株式会社北海道支店
設計等 130 株式会社　シビテック 札幌市
設計等 131 株式会社　北海道ソイルリサーチ 苫小牧市
設計等 132 株式会社　ＮＪＳ 東京都 札幌市 株式会社　ＮＪＳ　札幌事務所

建設工事 133 株式会社エコス北栄 札幌市
設計等 134 株式会社　佐川測量社 札幌市
設計等 135 株式会社　渡辺建築設計 札幌市

建設工事 136 北海道道路産業株式会社 札幌市
設計等 137 株式会社　三共技術コンサルタント 岩見沢市
設計等 138 株式会社　サン設計事務所 札幌市
設計等 139 株式会社　アリヤス設計コンサルタント 札幌市

設計等 140 応用地質株式会社 東京都 札幌市 応用地質株式会社　北海道事務所



設計等 140 応用地質株式会社 東京都 札幌市 応用地質株式会社　北海道事務所
設計等 141 株式会社　建築工房 札幌市

建設工事 142 福中建設　株式会社 岩見沢市
建設工事 143 開建工業　株式会社 札幌市
建設工事 144 丸開工業　株式会社 北広島市
建設工事 145 水島建設工業株式会社 砂川市
建設工事 147 エルム建設　株式会社 北広島市
設計等 148 内外エンジニアリング北海道株式会社 札幌市

建設工事 149 株式会社　小林舞台システム 恵庭市
建設工事 151 コウフ・フィールド株式会社 福岡県福岡市 札幌市 コウフ・フィールド株式会社　北海道支店
建設工事 152 東光舗装株式会社 江別市
設計等 153 株式会社　開発調査研究所 札幌市

建設工事 154 昭和建材工業株式会社 当別町
建設工事 158 共和化工株式会社 東京都 札幌市 共和化工株式会社　札幌支店
建設工事 159 株式会社　富士通ゼネラル 川崎市 札幌市 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
建設工事 160 日本体育施設　株式会社 東京都 札幌市 日本体育施設　株式会社　北海道営業所
設計等 162 株式会社　ドート 札幌市

建設工事 164 株式会社　吉田建設 空知郡南幌町
建設工事 165 有限会社　境設備配管 空知郡南幌町
設計等 166 株式会社　引谷設計事務所 札幌市
設計等 169 日建コンサルタント　株式会社 札幌市

建設工事 172 株式会社　濱建 札幌市
設計等 173 国土防災技術北海道　株式会社 札幌市
設計等 174 上島技術コンサルタント　株式会社 札幌市
設計等 175 株式会社　ファルコン 登別市 札幌市 株式会社　ファルコン　札幌支店
設計等 176 株式会社　北海道朝日航洋 札幌市
設計等 178 公益社団法人　札幌公共嘱託登記土地家屋調査士協会 札幌市
設計等 179 株式会社　GIS北海道 札幌市

建設工事 182 千葉電気工事株式会社 岩見沢市
建設工事 183 株式会社　サンプラント 東京都 札幌市 株式会社　サンプラント　札幌支店
建設工事 184 株式会社　進興工業 苫小牧市
建設工事 185 英和　株式会社 大阪市 札幌市 英和　株式会社　札幌営業所
設計等 186 北海道キング設計株式会社 札幌市
設計等 188 株式会社　東部清掃 札幌市
設計等 189 一般財団法人　日本森林林業振興会 東京都 札幌市 一般財団法人　日本森林林業振興会札幌支部
設計等 190 国際航業株式会社 東京都 札幌市 国際航業株式会社　北海道支店

建設工事 191 日本ファシリオ　株式会社 東京都 札幌市 日本ファシリオ株式会社　札幌支店
建設工事 192 テスコ株式会社 東京都
建設工事 193 有限会社　かど営繕設備 空知郡南幌町
建設工事 194 綜合警備保障株式会社 東京都 札幌市 綜合警備保障株式会社北海道支社
建設工事 195 道央衛生株式会社 江別市
設計等 195 道央衛生株式会社 江別市
設計等 196 有限会社　アーキシップアソシエイツ 札幌市

建設工事 197 株式会社　石川組 江別市
建設工事 198 東京索道株式会社 東京都
設計等 199 株式会社　北海道日建設計 札幌市

建設工事 200 株式会社　但野三興 美唄市
設計等 202 北海道土質コンサルタント株式会社 札幌市

建設工事 203 青木工業　株式会社 江別市
建設工事 204 株式会社　アイ・ディー・エフ 旭川市
建設工事 205 日本マーキング株式会社 札幌市
建設工事 206 ドーピー建設工業株式会社 札幌市 札幌市 ドーピー建設工業株式会社北海道支店
建設工事 207 株式会社　盛永組 旭川市
建設工事 209 旭イノベックス株式会社 札幌市
設計等 211 株式会社　綜企画設計 東京都 札幌市 株式会社　綜企画設計　札幌支店
設計等 213 株式会社　北海道綜企画 札幌市
設計等 214 オオハシコンサルタント株式会社 小樽市

建設工事 217 双豊電気株式会社 札幌市
設計等 218 株式会社　空知コンサルタント 美唄市

建設工事 219 システムサービス株式会社 札幌市
設計等 220 岩見沢測量設計株式会社 岩見沢市
設計等 221 北日本測地株式会社 札幌市

建設工事 222 松原産業株式会社 夕張郡栗山町
設計等 223 株式会社　ＨＢＡ 札幌市
設計等 225 株式会社　シバンス 石狩市

建設工事 226 大地コンサルタント株式会社 旭川市
設計等 226 大地コンサルタント株式会社 旭川市
設計等 227 北海道土木農林コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 229 株式会社　ケイワコンサル 札幌市
設計等 230 八千代エンジニヤリング株式会社 東京都 札幌市 八千代エンジニヤリング株式会社　北海道営業所

建設工事 235 株式会社日立産機システム 東京都 札幌市 株式会社日立産機システム　北海道支社
建設工事 236 株式会社　飛渡商事 岩見沢市
設計等 237 株式会社　ＨＲＣ研究所 札幌市

建設工事 238 長谷川体育施設株式会社 東京都 札幌市 長谷川体育施設株式会社　北海道支店
建設工事 241 株式会社　津嶋工務店 江別市
建設工事 242 岩倉建設株式会社 札幌市
建設工事 243 天内工業株式会社 北見市
設計等 244 株式会社真紀設備設計事務所 札幌市

建設工事 245 新明和アクアテクサービス株式会社 芦屋市
設計等 247 株式会社　創生コンサルタント 岩見沢市

建設工事 248 株式会社　藤岡建設 北竜町
建設工事 249 大善建設株式会社 札幌市
設計等 249 大善建設株式会社 札幌市
設計等 250 日本水工設計株式会社 東京都 札幌市 日本水工設計株式会社札幌事務所
設計等 251 株式会社　田辺構造設計 札幌市

建設工事 252 カワテックス株式会社 砂川市
建設工事 253 岩見沢鉄骨工業株式会社 岩見沢市
建設工事 254 有限会社　砂田電気商会 新篠津村
建設工事 256 株式会社クリマテック 東京都 札幌市 株式会社クリマテック北海道支店
建設工事 259 アイケン工業　株式会社 札幌市
建設工事 263 オルガノ株式会社 東京都 札幌市 オルガノ株式会社　北海道支店
設計等 264 滝川測量設計株式会社 滝川市

建設工事 265 株式会社　水機テクノス 東京都 札幌市 株式会社　水機テクノス　札幌営業所
建設工事 267 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東京都 札幌市 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
建設工事 268 柴田興産株式会社 札幌市
建設工事 271 株式会社　三洋 旭川市
建設工事 272 北海道温泉ポンプ株式会社 札幌市
建設工事 276 中本土建株式会社 深川市
設計等 278 嵯峨秀栄測量株式会社 岩見沢市

建設工事 279 中央防災システム株式会社 釧路市
建設工事 281 三鉱建設株式会社 砂川市
建設工事 282 株式会社　札幌トランジスター 札幌市
建設工事 283 ライト工業株式会社 東京都 札幌市 ライト工業株式会社北海道統括支店
設計等 284 防災地質工業株式会社 札幌市

建設工事 285 株式会社カツイ 岩見沢市
建設工事 286 郷土建設株式会社 恵庭市
建設工事 287 株式会社ドリリング計測 札幌市



建設工事 289 株式会社　イコム 札幌市
建設工事 290 株式会社　電業社機械製作所 東京都 札幌市 株式会社　電業社機械製作所　北海道支店
設計等 293 アルスマエヤ株式会社 札幌市

建設工事 294 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都 札幌市 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　北海道支店
建設工事 295 株式会社　電業 旭川市
建設工事 296 株式会社日本防災技術センター 札幌市
設計等 297 留萌測量設計株式会社 留萌市

建設工事 298 五建工業株式会社 東京都 札幌市 五建工業株式会社　札幌支店
設計等 299 ダイシン設計株式会社 札幌市

建設工事 301 宮坂建設工業株式会社 帯広市
設計等 303 ジオ・サーチ株式会社 東京都

建設工事 305 ＯＫＩクロステック株式会社 東京都 札幌市 ＯＫＩクロステック株式会社　支社統括本部北海道支社
建設工事 306 沖電気工業株式会社 東京都 札幌市 沖電気工業株式会社　北海道支社
建設工事 307 株式会社　釧路製作所 釧路市
建設工事 308 道興建設株式会社 札幌市
設計等 308 道興建設株式会社 札幌市
設計等 309 株式会社　道測テクニス 札幌市
設計等 311 株式会社　シーウェイエンジニアリング 札幌市

建設工事 312 丸興商事株式会社 札幌市
建設工事 316 開発産業　株式会社 札幌市
建設工事 317 不二建設株式会社 滝川市
建設工事 318 株式会社　土井総業 南幌町
建設工事 320 株式会社　北海道クボタ 札幌市 夕張郡長沼町 株式会社　北海道クボタ　道央南営業所
建設工事 322 高砂熱学工業株式会社 東京都 札幌市 高砂熱学工業株式会社　札幌支店
設計等 324 株式会社　横河建築設計事務所 東京都 札幌市 株式会社　横河建築設計事務所　札幌事務所

建設工事 327 株式会社　木本動力工業所 旭川市
建設工事 330 緑豊建設株式会社 苫小牧市
建設工事 331 拓北電業株式会社 札幌市
設計等 332 株式会社　建設コンサルタント 札幌市

建設工事 333 株式会社　高木組 函館市 札幌市 株式会社　高木組　札幌支店
設計等 334 株式会社　高木設計事務所 札幌市
設計等 335 株式会社　ネクシス光洋 旭川市
設計等 336 株式会社　大建設計 大阪市 札幌市 株式会社　大建設計　札幌事務所
設計等 337 株式会社　長大 東京都 札幌市 株式会社　長大　札幌支社
設計等 339 東日本設計株式会社 札幌市
設計等 340 北海道土地改良事業団体連合会 札幌市

建設工事 342 クボタ環境サービス株式会社 東京都 札幌市 クボタ環境サービス株式会社　北海道支店
建設工事 344 株式会社　ダンテック 札幌市
建設工事 345 株式会社ニサカ 旭川市
建設工事 346 株式会社札新 札幌市
建設工事 347 清光建設株式会社 江別市
建設工事 348 北海道富士電機株式会社 札幌市
建設工事 350 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 東京都 札幌市 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　北海道支社
建設工事 352 株式会社堀口組 留萌市
建設工事 353 ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都 札幌市 ジョンソンコントロールズ株式会社　北海道支店
建設工事 355 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市
建設工事 356 株式会社　北海道グリーンメンテナンス 札幌市
設計等 356 株式会社　北海道グリーンメンテナンス 札幌市
設計等 357 日本工営株式会社 東京都 札幌市 日本工営株式会社　札幌支店

建設工事 360 株式会社　荏原製作所 東京都 札幌市 株式会社　荏原製作所　北海道支社
建設工事 361 北海綜合機電設備株式会社 札幌市
建設工事 362 株式会社　櫻井千田 空知郡奈井江町
設計等 363 株式会社環境管理センター 東京都 札幌市 株式会社環境管理センター　北海道支店

建設工事 364 新菱冷熱工業株式会社 東京都 札幌市 新菱冷熱工業株式会社　北海道支社
設計等 365 スミセキ・ジオテクノ株式会社 札幌市

建設工事 368 北第百通信電気株式会社 札幌市
建設工事 370 協同電気通信株式会社 函館市
建設工事 372 五島冷熱株式会社 札幌市
設計等 373 株式会社ハウ計画設計 札幌市

建設工事 375 新昌建設株式会社 石狩郡当別町
設計等 376 株式会社　前谷土木設計事務所 新十津川町

建設工事 377 株式会社　アクアジオテクノ 札幌市
設計等 377 株式会社　アクアジオテクノ 札幌市
設計等 378 北王コンサルタント株式会社 帯広市

建設工事 379 株式会社　丸正久保総業 江別市
建設工事 382 東日本電信電話株式会社 東京都 札幌市 東日本電信電話株式会社
建設工事 383 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市
設計等 386 メルテックコンサルタント株式会社 札幌市
設計等 387 川崎地質株式会社 東京都 札幌市 川崎地質株式会社　北海道支店

建設工事 388 株式会社　表鉄工所 旭川市
設計等 390 和光技研株式会社 札幌市

建設工事 392 三建設備工業株式会社 東京都 札幌市 三建設備工業株式会社　北海道支店
建設工事 394 札幌塗装工業株式会社 札幌市
建設工事 395 日本コムテック株式会社 札幌市
建設工事 396 北興設備工業株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 397 株式会社　ツムラ札幌 札幌市
設計等 400 株式会社　石本建築事務所 東京都 札幌市 株式会社　石本建築事務所　札幌オフィス

建設工事 403 末廣屋電機株式会社 札幌市
建設工事 404 長沼酪苑観光株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 405 株式会社後藤曳家工業所 札幌市
設計等 408 フジ地中情報株式会社 東京都 札幌市 フジ地中情報株式会社北海道支店

建設工事 409 株式会社　田端本堂カンパニー 三笠市
建設工事 410 株式会社北海道造園コンサルタント 札幌市
建設工事 411 株式会社　北海道ロードサービス 札幌市
設計等 411 株式会社　北海道ロードサービス 札幌市

建設工事 412 株式会社　ゴウダ 登別市
設計等 416 株式会社　北炭ゼネラルサービス 札幌市 苫小牧市 株式会社　北炭ゼネラルサービス　環境センター
設計等 417 株式会社　中田測量 札幌市

建設工事 420 伊藤組土建株式会社 札幌市
建設工事 421 北土建設株式会社 札幌市
建設工事 422 美和電気工業株式会社 東京都 札幌市 美和電気工業株式会社　北海道支社
設計等 423 中央建鉄株式会社 東京都 札幌市 中央建鉄株式会社　札幌支店

建設工事 424 株式会社　淺沼組 大阪市 札幌市 株式会社　淺沼組　北海道支店
建設工事 427 株式会社　テクノグリーン 札幌市
建設工事 428 日重建設　株式会社 恵庭市
建設工事 429 丸彦渡辺建設　株式会社 札幌市
建設工事 431 株式会社　ファンズコムテック 札幌市
建設工事 432 日本ケーブル　株式会社 東京都 札幌市 日本ケーブル　株式会社　札幌支店
設計等 432 日本ケーブル　株式会社 東京都 札幌市 日本ケーブル　株式会社　札幌支店
設計等 437 一般社団法人　日本気象協会 東京都 札幌市 一般社団法人　日本気象協会　北海道支社

建設工事 438 東洋産業　株式会社 東京都 札幌市 東洋産業　株式会社　北海道営業所
設計等 439 株式会社　イーエス総合研究所 札幌市
設計等 441 アジア航測　株式会社 東京都 札幌市 アジア航測　株式会社　札幌営業所

建設工事 442 株式会社　シイナ重建 空知郡長沼町
建設工事 443 大富工業　株式会社 札幌市
設計等 447 開成コンサルタント　株式会社 札幌市

建設工事 448 協和八光建設　株式会社 江別市



建設工事 449 恒星設備　株式会社 札幌市
建設工事 450 株式会社　島田工業 恵庭市
設計等 451 株式会社　ルーラルエンジニア 深川市

建設工事 452 道路工業　株式会社 札幌市
設計等 454 株式会社　極東コンサルタント 札幌市
設計等 456 株式会社　日建社 札幌市
設計等 457 株式会社　山調住建コンサルタント 札幌市

建設工事 458 株式会社　スペース・デザイン工業 札幌市
建設工事 459 永井電機　株式会社 美唄市
建設工事 462 日本ライナー　株式会社 東京都 札幌市 日本ライナー　株式会社　北海道支店
建設工事 463 東芝プラントシステム　株式会社 神奈川県 札幌市 東芝プラントシステム　株式会社　北海道支店
建設工事 465 エヌエス環境　株式会社 東京都 札幌市 エヌエス環境　株式会社　札幌支店
設計等 465 エヌエス環境　株式会社 東京都 札幌市 エヌエス環境　株式会社　札幌支店

建設工事 466 新太平洋建設　株式会社 札幌市
建設工事 467 空知パブリックメンテナンス　株式会社 岩見沢市
建設工事 468 鳥山電気工事　株式会社 夕張郡郡栗山町 空知郡南幌町 鳥山電気工事　株式会社　南幌営業所
建設工事 469 石垣メンテナンス　株式会社 東京都 札幌市 石垣メンテナンス　株式会社　北海道支店
建設工事 470 上山試錐工業　株式会社 札幌市
設計等 470 上山試錐工業　株式会社 札幌市

建設工事 471 荒井建設　株式会社 旭川市 札幌市 荒井建設　株式会社　札幌支店
建設工事 472 株式会社　協和エクシオ 東京都 札幌市 株式会社　協和エクシオ
建設工事 474 株式会社　アクアグレース 札幌市
建設工事 475 松原工業　株式会社 空知郡南幌町
設計等 476 株式会社　ダイヤコンサルタント 東京都 札幌市 株式会社　ダイヤコンサルタント　北海道支社
設計等 477 株式会社　エコテック 札幌市
設計等 478 株式会社　通電技術 札幌市

建設工事 480 株式会社　共和建設 岩内郡共和町
設計等 481 株式会社　環境リサーチ 札幌市

建設工事 482 株式会社　神鋼環境ソリューション 兵庫県 札幌市 株式会社　神鋼環境ソリューション　北海道支店
建設工事 483 ナブコシステム　株式会社 東京都 札幌市 ナブコシステム　株式会社　札幌支店
建設工事 484 船木建設　株式会社 江別市
設計等 485 株式会社　ドーコン 札幌市

建設工事 486 株式会社　ヒラカワ 大阪府 札幌市 株式会社　ヒラカワ　札幌営業所
設計等 488 株式会社　牧野測量 札幌市
設計等 490 環境クリエイト　株式会社 札幌市

建設工事 491 北海電気工事　株式会社 札幌市
建設工事 493 株式会社　管研 札幌市
建設工事 494 株式会社　三建管工技研 空知郡南幌町
設計等 495 テーエス測量設計　株式会社 恵庭市

建設工事 498 空知興産　株式会社 滝川市
設計等 498 空知興産　株式会社 滝川市

建設工事 499 北関電気工事　株式会社 札幌市
建設工事 501 広島建設　株式会社 北広島市
設計等 501 広島建設　株式会社 北広島市
設計等 502 株式会社　ケイジー技研 札幌市

建設工事 503 東芝デジタルソリューションズ　株式会社 神奈川県 札幌市 東芝デジタルソリューションズ　株式会社　北海道支社
設計等 505 株式会社　アトリエブンク 札幌市

建設工事 509 北札幌電設　株式会社 札幌市
建設工事 511 新弘設備工業　株式会社 札幌市
設計等 512 パブリックコンサルタント　株式会社 札幌市

建設工事 514 妻神工業　株式会社 雨竜郡妹背牛町
建設工事 516 馬淵建設　株式会社 岩見沢市
建設工事 517 南幌道路維持事業協同組合 空知郡南幌町
建設工事 518 有限会社　山上造園土木 岩見沢市
設計等 519 株式会社　東和設計 千葉県 岩見沢市 株式会社　東和設計　岩見沢支店

建設工事 521 株式会社　北弘電社 札幌市
設計等 525 北海道土木設計　株式会社 札幌市
設計等 526 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東京都 札幌市 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　北海道支社

建設工事 529 株式会社　サンコー緑化 札幌市
建設工事 530 三共舗道　株式会社 札幌市
設計等 531 株式会社　八州 東京都 札幌市 株式会社　八州　北海道支社

建設工事 532 大成機工株式会社 大阪市
建設工事 533 五洋建設株式会社 東京都 札幌市 五洋建設株式会社　札幌支店
設計等 534 株式会社　東峯技術コンサルタント 大阪市 札幌市 株式会社　東峯技術コンサルタント　札幌営業所
設計等 535 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東京都 札幌市 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　北海道支社

建設工事 537 株式会社　宮本工業所 富山市
建設工事 541 東京防災設備株式会社 札幌市
設計等 543 株式会社メンテナンス・ネットワーク 札幌市
設計等 545 株式会社　遠藤建築アトリエ 札幌市

建設工事 546 株式会社　酉島製作所 高槻市 札幌市 株式会社　酉島製作所　札幌支店
設計等 547 株式会社　三洋コンサルタント 名寄市 札幌市 株式会社　三洋コンサルタント　札幌支社

建設工事 551 株式会社ユニオン・コンサルタント 札幌市
設計等 551 株式会社ユニオン・コンサルタント 札幌市

建設工事 554 株式会社　北海道ライン興業 札幌市
建設工事 555 東洋建設工機株式会社 砂川市
建設工事 556 極東建設　株式会社 滝川市
建設工事 559 株式会社クリーンアップ 札幌市
設計等 559 株式会社クリーンアップ 札幌市

建設工事 564 丸北三建工業株式会社 札幌市
建設工事 565 株式会社札幌ニット 札幌市
建設工事 567 株式会社ＩＨＩインフラ建設 東京都 札幌市 株式会社ＩＨＩインフラ建設　北海道支店
建設工事 568 北海道消防機材株式会社 札幌市
建設工事 570 吉田水道土木株式会社 江別市
建設工事 574 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 大垣市 札幌市 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社　北海道支店
建設工事 575 有限会社エルム設備 恵庭市
建設工事 581 こぶし建設株式会社 岩見沢市
建設工事 583 株式会社　オーテック 東京都 札幌市 株式会社　オーテック　システム事業本部北海道支店
建設工事 585 藤川電設工業株式会社 旭川市
建設工事 586 株式会社　興北煖房工業所 札幌市
建設工事 588 日本高圧コンクリート株式会社 札幌市 札幌市 日本高圧コンクリート株式会社　ＰＣ事業部札幌支社
設計等 590 株式会社　未来開発コンサルタント 札幌市

建設工事 591 協立設備株式会社 札幌市
建設工事 592 道路建設株式会社 札幌市
建設工事 593 株式会社　和泉組 札幌市
設計等 594 株式会社　エル技術コンサルタント 札幌市

建設工事 595 北電力設備工事株式会社 札幌市
設計等 597 株式会社ランド・サーベィ 札幌市
設計等 598 株式会社　中田建築設計 岩見沢市

建設工事 599 北海管工株式会社 岩見沢市
設計等 600 北海道建築設計監理株式会社 札幌市

建設工事 602 日本コムシス株式会社 東京都 札幌市 日本コムシス株式会社　北海道支店
建設工事 603 菱照エンジニアリング株式会社 札幌市
建設工事 607 笹木産業株式会社 滝川市
建設工事 608 川上建設株式会社 夕張郡由仁町
建設工事 610 大同舗道株式会社 札幌市
設計等 611 中央開発株式会社 東京都 札幌市 中央開発株式会社　札幌支店

建設工事 612 株式会社　創電 岩見沢市



建設工事 613 株式会社泰進建設 札幌市
建設工事 616 株式会社南幌土建 空知郡南幌町
建設工事 619 株式会社　グリーンメイクハラダ 札幌市
建設工事 625 佐々木・広谷建設株式会社 北広島市
建設工事 626 武ダ技建創株式会社 札幌市
建設工事 627 瓜生設備工業株式会社 岩見沢市
建設工事 628 藤山建設株式会社 北広島市
建設工事 629 株式会社オーク 札幌市
設計等 631 株式会社エイト日本技術開発 岡山市 札幌市 株式会社エイト日本技術開発　札幌支店

建設工事 632 株式会社北海技研工業 札幌市
建設工事 633 株式会社三晃空調 大阪市 札幌市 株式会社三晃空調　北海道営業所
建設工事 634 大豊建設株式会社 東京都 札幌市 大豊建設株式会社　北海道支店
建設工事 636 日管建設株式会社 岩見沢市
建設工事 637 ポリマー工業株式会社 旭川市
建設工事 638 コニシ工営株式会社 札幌市
設計等 639 株式会社　都市整備コンサルタント 札幌市

建設工事 640 朝日産業株式会社 夕張郡栗山町
設計等 641 拓新エンジニア株式会社 夕張郡長沼町
設計等 642 ユニオンデーターシステム株式会社 札幌市 札幌市 ユニオンデーターシステム株式会社

建設工事 643 菱中建設株式会社 札幌市
設計等 644 株式会社　北海道建築総合研究所 札幌市

建設工事 645 株式会社　コクサク 札幌市
設計等 647 株式会社エコニクス 札幌市

建設工事 648 株式会社　北水工業 札幌市
建設工事 649 株式会社　熊谷組 東京都 札幌市 株式会社　熊谷組　北海道支店
建設工事 650 株式会社　公清企業 札幌市
設計等 650 株式会社　公清企業 札幌市

建設工事 651 株式会社　中山組 札幌市
建設工事 652 株式会社　パイプライン 札幌市
建設工事 653 日立造船株式会社 大阪市 札幌市 日立造船株式会社　北海道支社
建設工事 655 三菱重工冷熱株式会社 東京都 札幌市 三菱重工冷熱株式会社北海道支社
設計等 657 株式会社　開発工営社 札幌市
設計等 658 株式会社　白樺設計 札幌市

建設工事 660 株式会社　有我工業所 上富良野町
設計等 660 株式会社　有我工業所 上富良野町

建設工事 661 村本建設株式会社 北葛城郡広陵町 札幌市 村本建設株式会社　札幌営業所
設計等 662 オリジナル設計株式会社 東京都 札幌市 オリジナル設計株式会社　札幌事務所
設計等 663 株式会社高岡建築設計事務所 札幌市

建設工事 664 新工電気　株式会社 札幌市
建設工事 665 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市
設計等 666 株式会社　共伸設備設計事務所 札幌市
設計等 667 株式会社　北日本技術コンサル 札幌市
設計等 668 北海道地図株式会社 旭川市 札幌市 北海道地図株式会社　札幌支店

建設工事 669 株式会社　伊藤電気商会 美唄市
建設工事 670 日栄興業株式会社 恵庭市
建設工事 671 株式会社東洋工業 札幌市
建設工事 672 北海道オリオン　株式会社 札幌市
建設工事 673 株式会社　日星電機 札幌市 岩見沢市 株式会社　日星電機　岩見沢支店
建設工事 675 クラーク電業株式会社 北広島市
建設工事 676 野村電気株式会社 恵庭市
建設工事 677 ヒタチ電設株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 679 道央配管工業株式会社 美唄市
建設工事 685 株式会社　ガイアート 東京都 札幌市 株式会社ガイアート　北海道支店
設計等 686 株式会社　構研エンジニアリング 札幌市

建設工事 687 株式会社　砂子組 奈井江町
建設工事 689 株式会社　明電舎 東京都 札幌市 株式会社　明電舎　北海道支店
建設工事 690 タカハタ建設株式会社 旭川市
建設工事 691 株式会社　有賀さく泉工業 帯広市 札幌市 株式会社　有賀さく泉工業　札幌支店
設計等 691 株式会社　有賀さく泉工業 帯広市 札幌市 株式会社　有賀さく泉工業　札幌支店
設計等 693 株式会社　東洋コンサルタント 東京都 札幌市 株式会社　東洋コンサルタント　北海道支社
設計等 694 株式会社　札幌日総建 札幌市
設計等 695 電気興業株式会社 東京都 札幌市 電気興業株式会社　北海道支店

建設工事 696 都築電気株式会社 東京都 札幌市 都築電気株式会社　北海道支店
建設工事 699 丸十岡山砂利株式会社 夕張郡栗山町
建設工事 700 株式会社　太平エンジニアリング 東京都 札幌市 株式会社　太平エンジニアリング　北海道支店
建設工事 701 玉田産業株式会社 岩見沢市
設計等 704 株式会社　東京ソイルリサーチ 東京都 札幌市 株式会社　東京ソイルリサーチ　札幌支店

建設工事 705 共進工業株式会社 岩見沢市
設計等 707 株式会社　北海道気象技術センター 札幌市

建設工事 708 中村電気株式会社 岩見沢市
設計等 709 明成コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 710 株式会社　高崎 札幌市

建設工事 711 株式会社　きんでん 大阪市 札幌市 株式会社　きんでん　北海道支社
建設工事 712 株式会社　楢崎製作所 室蘭市
建設工事 714 フクタカ工業株式会社 札幌市
設計等 715 明和測量工業株式会社 岩見沢市

建設工事 720 北海道テクニカルシステムエンジニア株式会社 千歳市
建設工事 721 北海道タツヲ電気株式会社 札幌市
建設工事 722 パイプ技研工業　株式会社 札幌市
建設工事 723 株式会社　大野小木 美唄市
建設工事 724 有限会社　鈴木室内工業 夕張郡栗山町
設計等 726 ランド・スペース・ワークス株式会社 札幌市

建設工事 728 株式会社　コンステック 大阪市 札幌市 株式会社　コンステック　札幌支店
設計等 728 株式会社　コンステック 大阪市 札幌市 株式会社　コンステック　札幌支店
設計等 730 中央コンサルタンツ株式会社 名古屋市 札幌市 中央コンサルタンツ株式会社札幌支店

建設工事 731 伸盛電気工事株式会社 千歳市
設計等 732 野外科学株式会社 札幌市
設計等 733 株式会社サッコウ測地 札幌市

建設工事 738 株式会社テクノス北海道 旭川市
設計等 738 株式会社テクノス北海道 旭川市
設計等 739 北海航測株式会社 札幌市

建設工事 740 藤井設備株式会社 札幌市
建設工事 741 株式会社　共栄産業 江別市
建設工事 745 積水ハウス株式会社 大阪市 札幌市 積水ハウス株式会社札幌支店
建設工事 746 株式会社道央カラーデザイン 夕張郡長沼町
設計等 747 株式会社創建社 札幌市
設計等 747 株式会社創建社 札幌市
設計等 747 株式会社創建社 札幌市

建設工事 748 株式会社山口電気機械工務所 札幌市
建設工事 748 株式会社山口電気機械工務所 札幌市
建設工事 748 株式会社山口電気機械工務所 札幌市
建設工事 749 株式会社けいしん水道設備 恵庭市
建設工事 749 株式会社けいしん水道設備 恵庭市
建設工事 749 株式会社けいしん水道設備 恵庭市
建設工事 749 株式会社けいしん水道設備 恵庭市
建設工事 749 株式会社けいしん水道設備 恵庭市
建設工事 751 北有建設株式会社 美唄市



建設工事 751 北有建設株式会社 美唄市
建設工事 751 北有建設株式会社 美唄市
建設工事 752 日本オーチス・エレベータ株式会社 東京都 札幌市 日本オーチス・エレベータ株式会社北海道支店
設計等 753 株式会社　シー・アイ・エス計画研究所 札幌市
設計等 753 株式会社　シー・アイ・エス計画研究所 札幌市

建設工事 754 協業組合エクセル三和 北広島市
設計等 754 協業組合エクセル三和 北広島市

建設工事 755 日本電気株式会社 東京都 札幌市 日本電気株式会社　北海道支社
建設工事 756 株式会社　西原環境 東京都 札幌市 株式会社　西原環境　北海道支店
建設工事 756 株式会社　西原環境 東京都 札幌市 株式会社　西原環境　北海道支店
建設工事 756 株式会社　西原環境 東京都 札幌市 株式会社　西原環境　北海道支店
建設工事 756 株式会社　西原環境 東京都 札幌市 株式会社　西原環境　北海道支店
建設工事 757 株式会社　マルハ興産 岩見沢市
建設工事 757 株式会社　マルハ興産 岩見沢市
建設工事 757 株式会社　マルハ興産 岩見沢市
建設工事 758 株式会社　石山組 札幌市
建設工事 758 株式会社　石山組 札幌市
建設工事 758 株式会社　石山組 札幌市
建設工事 758 株式会社　石山組 札幌市
建設工事 758 株式会社　石山組 札幌市
建設工事 758 株式会社　石山組 札幌市
建設工事 758 株式会社　石山組 札幌市
建設工事 759 株式会社　サタケ 東京都
建設工事 759 株式会社　サタケ 東京都
建設工事 759 株式会社　サタケ 東京都
設計等 763 株式会社　パスコ 東京都 札幌市 株式会社　パスコ　札幌支店
設計等 763 株式会社　パスコ 東京都 札幌市 株式会社　パスコ　札幌支店
設計等 763 株式会社　パスコ 東京都 札幌市 株式会社　パスコ　札幌支店
設計等 763 株式会社　パスコ 東京都 札幌市 株式会社　パスコ　札幌支店
設計等 763 株式会社　パスコ 東京都 札幌市 株式会社　パスコ　札幌支店

建設工事 764 株式会社　フォルテック 札幌市
建設工事 764 株式会社　フォルテック 札幌市
建設工事 766 三基開発株式会社 空知郡南幌町
設計等 767 株式会社　日水コン 東京都 札幌市 株式会社　日水コン　北海道支所
設計等 767 株式会社　日水コン 東京都 札幌市 株式会社　日水コン　北海道支所
設計等 767 株式会社　日水コン 東京都 札幌市 株式会社　日水コン　北海道支所
設計等 767 株式会社　日水コン 東京都 札幌市 株式会社　日水コン　北海道支所
設計等 767 株式会社　日水コン 東京都 札幌市 株式会社　日水コン　北海道支所

建設工事 768 カンエイ実業株式会社 札幌市
建設工事 769 株式会社　竹中土木 東京都 札幌市 株式会社　竹中土木北海道支店
建設工事 769 株式会社　竹中土木 東京都 札幌市 株式会社　竹中土木北海道支店
建設工事 769 株式会社　竹中土木 東京都 札幌市 株式会社　竹中土木北海道支店
設計等 770 株式会社田西設計コンサル 札幌市
設計等 770 株式会社田西設計コンサル 札幌市
設計等 770 株式会社田西設計コンサル 札幌市
設計等 770 株式会社田西設計コンサル 札幌市

建設工事 771 勝井建設工業株式会社 岩見沢市
建設工事 771 勝井建設工業株式会社 岩見沢市
建設工事 771 勝井建設工業株式会社 岩見沢市
設計等 772 北電総合設計株式会社 札幌市
設計等 772 北電総合設計株式会社 札幌市
設計等 772 北電総合設計株式会社 札幌市
設計等 772 北電総合設計株式会社 札幌市
設計等 772 北電総合設計株式会社 札幌市
設計等 773 一般財団法人北海農業近代化技術研究センター 深川市
設計等 773 一般財団法人北海農業近代化技術研究センター 深川市
設計等 773 一般財団法人北海農業近代化技術研究センター 深川市

建設工事 774 株式会社　ドウデン 札幌市
建設工事 774 株式会社　ドウデン 札幌市
建設工事 774 株式会社　ドウデン 札幌市
建設工事 775 株式会社　関電工 東京都 札幌市 株式会社　関電工　北海道支店
設計等 776 NTCコンサルタンツ株式会社 名古屋市 札幌市 NTCコンサルタンツ株式会社　北海道支社
設計等 776 NTCコンサルタンツ株式会社 名古屋市 札幌市 NTCコンサルタンツ株式会社　北海道支社
設計等 776 NTCコンサルタンツ株式会社 名古屋市 札幌市 NTCコンサルタンツ株式会社　北海道支社
設計等 776 NTCコンサルタンツ株式会社 名古屋市 札幌市 NTCコンサルタンツ株式会社　北海道支社
設計等 778 株式会社コムズワーク 札幌市
設計等 778 株式会社コムズワーク 札幌市

建設工事 779 株式会社　北創 夕張郡栗山町
建設工事 779 株式会社　北創 夕張郡栗山町
建設工事 779 株式会社　北創 夕張郡栗山町
建設工事 779 株式会社　北創 夕張郡栗山町
建設工事 779 株式会社　北創 夕張郡栗山町
建設工事 779 株式会社　北創 夕張郡栗山町
建設工事 779 株式会社　北創 夕張郡栗山町
設計等 783 北開工営株式会社 札幌市
設計等 783 北開工営株式会社 札幌市
設計等 783 北開工営株式会社 札幌市

建設工事 784 ＰＦＵ北海道株式会社 札幌市
建設工事 784 ＰＦＵ北海道株式会社 札幌市
建設工事 785 株式会社玉川組 恵庭市
建設工事 785 株式会社玉川組 恵庭市
建設工事 785 株式会社玉川組 恵庭市
建設工事 785 株式会社玉川組 恵庭市
建設工事 788 フジキコー株式会社 東京都
建設工事 788 フジキコー株式会社 東京都
建設工事 788 フジキコー株式会社 東京都
建設工事 790 株式会社　NHKテクノジーズ 東京都 札幌市 株式会社　NHKテクノジーズ　札幌総支社ファシリティ技術事業部
建設工事 790 株式会社　NHKテクノジーズ 東京都 札幌市 株式会社　NHKテクノジーズ　札幌総支社ファシリティ技術事業部
建設工事 790 株式会社　NHKテクノジーズ 東京都 札幌市 株式会社　NHKテクノジーズ　札幌総支社ファシリティ技術事業部
設計等 790 株式会社　NHKテクノジーズ 東京都 札幌市 株式会社　NHKテクノジーズ　札幌総支社ファシリティ技術事業部
設計等 790 株式会社　NHKテクノジーズ 東京都 札幌市 株式会社　NHKテクノジーズ　札幌総支社ファシリティ技術事業部

建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 793 三井住友建設株式会社 東京都 札幌市 三井住友建設株式会社　北海道支店
建設工事 794 長沼鉄建株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 794 長沼鉄建株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 794 長沼鉄建株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 794 長沼鉄建株式会社 夕張郡長沼町
建設工事 795 東芝インフラシステムズ　株式会社 川崎市 札幌市 東芝インフラシステムズ　株式会社　北海道支社
建設工事 795 東芝インフラシステムズ　株式会社 川崎市 札幌市 東芝インフラシステムズ　株式会社　北海道支社
建設工事 795 東芝インフラシステムズ　株式会社 川崎市 札幌市 東芝インフラシステムズ　株式会社　北海道支社
建設工事 796 株式会社　髙橋管機工業 千歳市



建設工事 796 株式会社　髙橋管機工業 千歳市
建設工事 796 株式会社　髙橋管機工業 千歳市
建設工事 797 緑建工業　株式会社 千歳市
建設工事 797 緑建工業　株式会社 千歳市
建設工事 797 緑建工業　株式会社 千歳市
建設工事 797 緑建工業　株式会社 千歳市
建設工事 797 緑建工業　株式会社 千歳市
建設工事 798 株式会社　フソウ 高松市 札幌市 株式会社　フソウ　北海道支店
建設工事 798 株式会社　フソウ 高松市 札幌市 株式会社　フソウ　北海道支店
建設工事 798 株式会社　フソウ 高松市 札幌市 株式会社　フソウ　北海道支店
建設工事 798 株式会社　フソウ 高松市 札幌市 株式会社　フソウ　北海道支店
建設工事 799 株式会社　富士通Japan株式会社 東京都 仙台市 株式会社　富士通Japan株式会社　東北支社
建設工事 799 株式会社　富士通Japan株式会社 東京都 仙台市 株式会社　富士通Japan株式会社　東北支社
建設工事 800 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 東京都 宮城県 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　 東日本社
建設工事 800 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 東京都 宮城県 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　 東日本社
建設工事 800 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 東京都 宮城県 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　 東日本社
建設工事 800 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 東京都 宮城県 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　 東日本社
建設工事 801 三和シヤッター工業株式会社 東京都 札幌市 三和シヤッター工業　株式会社　札幌統括営業課
建設工事 801 三和シヤッター工業株式会社 東京都 札幌市 三和シヤッター工業　株式会社　札幌統括営業課
建設工事 801 三和シヤッター工業株式会社 東京都 札幌市 三和シヤッター工業　株式会社　札幌統括営業課
建設工事 802 西田鉄工株式会社 熊本県宇土市 札幌市 西田鉄工株式会社　札幌支店
建設工事 802 西田鉄工株式会社 熊本県宇土市 札幌市 西田鉄工株式会社　札幌支店
建設工事 804 井沢建設株式会社 夕張郡栗山町
建設工事 804 井沢建設株式会社 夕張郡栗山町
建設工事 805 栄建設株式会社 岩見沢市
建設工事 805 栄建設株式会社 岩見沢市
建設工事 805 栄建設株式会社 岩見沢市
建設工事 805 栄建設株式会社 岩見沢市
建設工事 806 恵庭建設株式会社 恵庭市
建設工事 806 恵庭建設株式会社 恵庭市
建設工事 806 恵庭建設株式会社 恵庭市
建設工事 808 開発工建株式会社 岩見沢市
建設工事 808 開発工建株式会社 岩見沢市
建設工事 809 青木あすなろ建設株式会社 東京都 札幌市 青木あすなろ建設株式会社　北海道支店
建設工事 809 青木あすなろ建設株式会社 東京都 札幌市 青木あすなろ建設株式会社　北海道支店
建設工事 809 青木あすなろ建設株式会社 東京都 札幌市 青木あすなろ建設株式会社　北海道支店
建設工事 809 青木あすなろ建設株式会社 東京都 札幌市 青木あすなろ建設株式会社　北海道支店
建設工事 809 青木あすなろ建設株式会社 東京都 札幌市 青木あすなろ建設株式会社　北海道支店
建設工事 809 青木あすなろ建設株式会社 東京都 札幌市 青木あすなろ建設株式会社　北海道支店
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
建設工事 811 株式会社　データベース 札幌市
設計等 811 株式会社　データベース 札幌市
設計等 811 株式会社　データベース 札幌市
設計等 811 株式会社　データベース 札幌市

建設工事 812 株式会社　コーノ 函館市
設計等 813 株式会社ホクスイ設計コンサル 札幌市
設計等 813 株式会社ホクスイ設計コンサル 札幌市
設計等 813 株式会社ホクスイ設計コンサル 札幌市
設計等 813 株式会社ホクスイ設計コンサル 札幌市
設計等 813 株式会社ホクスイ設計コンサル 札幌市

建設工事 815 株式会社　鶴見製作所 大阪市 札幌市 株式会社　鶴見製作所　北海道支店
建設工事 815 株式会社　鶴見製作所 大阪市 札幌市 株式会社　鶴見製作所　北海道支店
建設工事 815 株式会社　鶴見製作所 大阪市 札幌市 株式会社　鶴見製作所　北海道支店
建設工事 815 株式会社　鶴見製作所 大阪市 札幌市 株式会社　鶴見製作所　北海道支店
建設工事 815 株式会社　鶴見製作所 大阪市 札幌市 株式会社　鶴見製作所　北海道支店
建設工事 817 株式会社　昭和プラント 札幌市
建設工事 818 当別舗道株式会社 石狩郡当別町
建設工事 818 当別舗道株式会社 石狩郡当別町
設計等 820 ＡＵＲＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ株式会社 札幌市
設計等 821 ニチレキ株式会社 東京都 札幌市 ニチレキ株式会社　札幌営業所
設計等 821 ニチレキ株式会社 東京都 札幌市 ニチレキ株式会社　札幌営業所

建設工事 821 ニチレキ株式会社 東京都 札幌市 ニチレキ株式会社　札幌営業所
建設工事 821 ニチレキ株式会社 東京都 札幌市 ニチレキ株式会社　札幌営業所
建設工事 822 北海道ニチレキ工事株式会社 札幌市
建設工事 822 北海道ニチレキ工事株式会社 札幌市
建設工事 822 北海道ニチレキ工事株式会社 札幌市
建設工事 823 株式会社日立ビルシステム 東京都 札幌市 株式会社日立ビルシステム北海道支社
建設工事 823 株式会社日立ビルシステム 東京都 札幌市 株式会社日立ビルシステム北海道支社
建設工事 823 株式会社日立ビルシステム 東京都 札幌市 株式会社日立ビルシステム北海道支社
建設工事 823 株式会社日立ビルシステム 東京都 札幌市 株式会社日立ビルシステム北海道支社
建設工事 825 ヤンマーグリーンシステム株式会社 大阪市
建設工事 825 ヤンマーグリーンシステム株式会社 大阪市
建設工事 825 ヤンマーグリーンシステム株式会社 大阪市
建設工事 825 ヤンマーグリーンシステム株式会社 大阪市
建設工事 825 ヤンマーグリーンシステム株式会社 大阪市
建設工事 825 ヤンマーグリーンシステム株式会社 大阪市
建設工事 826 株式会社日立製作所 東京都 札幌市 株式会社日立製作所　北海道支社
建設工事 826 株式会社日立製作所 東京都 札幌市 株式会社日立製作所　北海道支社
建設工事 826 株式会社日立製作所 東京都 札幌市 株式会社日立製作所　北海道支社
設計等 828 明治コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 828 明治コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 828 明治コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 828 明治コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 829 バイオマスリサーチ株式会社 帯広市
設計等 829 バイオマスリサーチ株式会社 帯広市

建設工事 830 株式会社ニットメンテナンス 札幌市
建設工事 830 株式会社ニットメンテナンス 札幌市
建設工事 831 株式会社　日進通工 札幌市
建設工事 831 株式会社　日進通工 札幌市
設計等 832 越前屋試錐工業株式会社 札幌市
設計等 832 越前屋試錐工業株式会社 札幌市
設計等 832 越前屋試錐工業株式会社 札幌市
設計等 832 越前屋試錐工業株式会社 札幌市

建設工事 833 株式会社　クボタ 大阪市 札幌市 株式会社　クボタ　北海道支社
建設工事 833 株式会社　クボタ 大阪市 札幌市 株式会社　クボタ　北海道支社
建設工事 837 株式会社　大林組 東京都 札幌市 株式会社　大林組　札幌支店
建設工事 837 株式会社　大林組 東京都 札幌市 株式会社　大林組　札幌支店
建設工事 837 株式会社　大林組 東京都 札幌市 株式会社　大林組　札幌支店
建設工事 837 株式会社　大林組 東京都 札幌市 株式会社　大林組　札幌支店
建設工事 837 株式会社　大林組 東京都 札幌市 株式会社　大林組　札幌支店



建設工事 837 株式会社　大林組 東京都 札幌市 株式会社　大林組　札幌支店
建設工事 839 野上技研工業株式会社 札幌市
建設工事 839 野上技研工業株式会社 札幌市
建設工事 839 野上技研工業株式会社 札幌市
建設工事 841 日本無線株式会社 東京都 札幌市 日本無線株式会社　北海道支社
建設工事 843 株式会社　機械メンテサービス 札幌市
建設工事 847 株式会社　ピーエス三菱 東京都 札幌市 株式会社ピーエス三菱　札幌支店
建設工事 847 株式会社　ピーエス三菱 東京都 札幌市 株式会社ピーエス三菱　札幌支店
建設工事 847 株式会社　ピーエス三菱 東京都 札幌市 株式会社ピーエス三菱　札幌支店
建設工事 847 株式会社　ピーエス三菱 東京都 札幌市 株式会社ピーエス三菱　札幌支店
建設工事 847 株式会社　ピーエス三菱 東京都 札幌市 株式会社ピーエス三菱　札幌支店
建設工事 847 株式会社　ピーエス三菱 東京都 札幌市 株式会社ピーエス三菱　札幌支店
建設工事 847 株式会社　ピーエス三菱 東京都 札幌市 株式会社ピーエス三菱　札幌支店
建設工事 849 株式会社アダマック 札幌市
建設工事 850 草野作工株式会社 江別市
建設工事 850 草野作工株式会社 江別市
建設工事 850 草野作工株式会社 江別市
建設工事 850 草野作工株式会社 江別市
建設工事 850 草野作工株式会社 江別市
建設工事 850 草野作工株式会社 江別市
建設工事 850 草野作工株式会社 江別市
設計等 853 東和コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 853 東和コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 853 東和コンサルタント株式会社 札幌市
設計等 854 株式会社　ユニテック 札幌市
設計等 854 株式会社　ユニテック 札幌市
設計等 854 株式会社　ユニテック 札幌市

建設工事 855 アイグステック株式会社 千歳市
建設工事 856 荏原商事株式会社 東京都 札幌市 荏原商事株式会社北海道支店
建設工事 856 荏原商事株式会社 東京都 札幌市 荏原商事株式会社北海道支店
建設工事 856 荏原商事株式会社 東京都 札幌市 荏原商事株式会社北海道支店
建設工事 856 荏原商事株式会社 東京都 札幌市 荏原商事株式会社北海道支店
建設工事 856 荏原商事株式会社 東京都 札幌市 荏原商事株式会社北海道支店
設計等 859 札幌施設管理株式会社 札幌市
設計等 859 札幌施設管理株式会社 札幌市
設計等 861 北海道造園設計株式会社 札幌市
設計等 861 北海道造園設計株式会社 札幌市

建設工事 862 カブシキガイシャＴＭＳ工業 札幌市
建設工事 862 カブシキガイシャＴＭＳ工業 札幌市
設計等 862 カブシキガイシャＴＭＳ工業 札幌市

建設工事 864 東光電機工業株式会社 岩見沢市
建設工事 865 扶桑電通株式会社 東京都 札幌市 扶桑電通株式会社　北海道支店
建設工事 865 扶桑電通株式会社 東京都 札幌市 扶桑電通株式会社　北海道支店
建設工事 866 フルテック株式会社 札幌市
建設工事 867 東テク北海道株式会社 札幌市
建設工事 867 東テク北海道株式会社 札幌市
建設工事 868 株式会社　シオン 札幌市
建設工事 868 株式会社　シオン 札幌市
建設工事 868 株式会社　シオン 札幌市
建設工事 868 株式会社　シオン 札幌市
建設工事 868 株式会社　シオン 札幌市
建設工事 868 株式会社　シオン 札幌市
建設工事 868 株式会社　シオン 札幌市
建設工事 869 株式会社　ヤマコウ工業 北広島市
設計等 872 株式会社　エーティック 札幌市
設計等 872 株式会社　エーティック 札幌市
設計等 872 株式会社　エーティック 札幌市
設計等 872 株式会社　エーティック 札幌市
設計等 873 日本データーサービス株式会社 札幌市
設計等 873 日本データーサービス株式会社 札幌市
設計等 873 日本データーサービス株式会社 札幌市
設計等 873 日本データーサービス株式会社 札幌市
設計等 873 日本データーサービス株式会社 札幌市

建設工事 878 北東電気株式会社 千歳市
建設工事 879 拓友道路株式会社 奈井江町
建設工事 879 拓友道路株式会社 奈井江町
建設工事 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
建設工事 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
建設工事 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
設計等 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
設計等 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
設計等 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
設計等 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
設計等 881 日本都市設計株式会社 札幌市
設計等 881 日本都市設計株式会社 札幌市
設計等 884 エア・ウォーター北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーター北海道株式会社　岩見沢産業営業所

建設工事 884 エア・ウォーター北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーター北海道株式会社　岩見沢産業営業所
建設工事 884 エア・ウォーター北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーター北海道株式会社　岩見沢産業営業所
建設工事 884 エア・ウォーター北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーター北海道株式会社　岩見沢産業営業所
建設工事 884 エア・ウォーター北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーター北海道株式会社　岩見沢産業営業所
建設工事 884 エア・ウォーター北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーター北海道株式会社　岩見沢産業営業所
建設工事 885 北央道路工業株式会社 札幌市
建設工事 885 北央道路工業株式会社 札幌市
設計等 886 エヌ・エス株式会社 札幌市

建設工事 886 エヌ・エス株式会社 札幌市
建設工事 886 エヌ・エス株式会社 札幌市
建設工事 886 エヌ・エス株式会社 札幌市
建設工事 886 エヌ・エス株式会社 札幌市
建設工事 886 エヌ・エス株式会社 札幌市
設計等 888 株式会社　ベータプラン 河東郡音更町
設計等 888 株式会社　ベータプラン 河東郡音更町
設計等 888 株式会社　ベータプラン 河東郡音更町
設計等 889 シバタ技術コンサルタンツ株式会社 苫小牧市
設計等 889 シバタ技術コンサルタンツ株式会社 苫小牧市
設計等 889 シバタ技術コンサルタンツ株式会社 苫小牧市
設計等 891 株式会社　タケカワ総合コンサルタント 札幌市
設計等 891 株式会社　タケカワ総合コンサルタント 札幌市
設計等 893 サカ測量設計株式会社 札幌市
設計等 893 サカ測量設計株式会社 札幌市

建設工事 898 株式会社新興工業 札幌市
建設工事 898 株式会社新興工業 札幌市
建設工事 898 株式会社新興工業 札幌市
建設工事 898 株式会社新興工業 札幌市
建設工事 898 株式会社新興工業 札幌市
建設工事 898 株式会社新興工業 札幌市
設計等 901 株式会社　都市設計研究所 札幌市

建設工事 902 大成建設株式会社 東京都 札幌市 大成建設株式会社　札幌支店



建設工事 902 大成建設株式会社 東京都 札幌市 大成建設株式会社　札幌支店
建設工事 902 大成建設株式会社 東京都 札幌市 大成建設株式会社　札幌支店
建設工事 902 大成建設株式会社 東京都 札幌市 大成建設株式会社　札幌支店
建設工事 902 大成建設株式会社 東京都 札幌市 大成建設株式会社　札幌支店
建設工事 902 大成建設株式会社 東京都 札幌市 大成建設株式会社　札幌支店
建設工事 903 丸宮建材株式会社 赤平市
建設工事 904 株式会社　龍田工務店 江別市
建設工事 904 株式会社　龍田工務店 江別市
建設工事 904 株式会社　龍田工務店 江別市
建設工事 904 株式会社　龍田工務店 江別市
建設工事 905 文化シャッターサービス株式会社 東京都 札幌市 文化シャッターサービス株式会社　北海道サービス支店
建設工事 905 文化シャッターサービス株式会社 東京都 札幌市 文化シャッターサービス株式会社　北海道サービス支店
建設工事 906 大和リース株式会社 大阪市 札幌市 大和リース株式会社　札幌支店
建設工事 910 環境サービス株式会社 砂川市
建設工事 910 環境サービス株式会社 砂川市
建設工事 913 株式会社　江別興陽電気工事店 江別市
建設工事 913 株式会社　江別興陽電気工事店 江別市
建設工事 915 株式会社　マルゼン 東京都 札幌市 株式会社　マルゼン　札幌支店
建設工事 919 日比谷総合設備株式会社 東京都 札幌市 日比谷総合設備株式会社　北海道支店
建設工事 919 日比谷総合設備株式会社 東京都 札幌市 日比谷総合設備株式会社　北海道支店
建設工事 921 松栄電気　株式会社 夕張郡栗山町
建設工事 923 株式会社　松島組 恵庭市
建設工事 923 株式会社　松島組 恵庭市
建設工事 924 オリエンタル建設株式会社 札幌市
建設工事 927 恒完工業株式会社 札幌市 札幌市 恒完工業株式会社
建設工事 934 株式会社　でんこう 札幌市
設計等 938 株式会社　協和コンサルタント 旭川市
設計等 938 株式会社　協和コンサルタント 旭川市
設計等 938 株式会社　協和コンサルタント 旭川市

建設工事 951 小室電機　株式会社 夕張郡栗山町
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
建設工事 953 株式会社　土屋ホーム 札幌市
設計等 965 新日本設計　株式会社 長野県 岩手県 新日本設計　株式会社　東北支社
設計等 965 新日本設計　株式会社 長野県 岩手県 新日本設計　株式会社　東北支社
設計等 965 新日本設計　株式会社 長野県 岩手県 新日本設計　株式会社　東北支社
設計等 965 新日本設計　株式会社 長野県 岩手県 新日本設計　株式会社　東北支社
設計等 965 新日本設計　株式会社 長野県 岩手県 新日本設計　株式会社　東北支社

建設工事 968 株式会社　ネクサス 帯広市
建設工事 968 株式会社　ネクサス 帯広市
建設工事 968 株式会社　ネクサス 帯広市
建設工事 970 有限会社　北広前地板金工業 北広島市
建設工事 970 有限会社　北広前地板金工業 北広島市
建設工事 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 東京都 株式会社　日本管財環境サービス　東京支店
建設工事 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 東京都 株式会社　日本管財環境サービス　東京支店
建設工事 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 東京都 株式会社　日本管財環境サービス　東京支店
建設工事 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 東京都 株式会社　日本管財環境サービス　東京支店
建設工事 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 東京都 株式会社　日本管財環境サービス　東京支店
建設工事 979 高野ランドスケーププランニング株式会社 札幌市
建設工事 980 大和リース株式会社 大阪市 札幌市 大和リース株式会社　札幌支店

建設工事 982 株式会社地域計画連合 東京都 札幌市 株式会社地域計画連合北海道事務所

建設工事 984 武部建設株式会社 岩見沢市

建設工事 985 日本建設株式会社 東京都 札幌市 日本建設株式会社札幌支店

建設工事 986 マチセイサク株式会社 札幌市

建設工事 987 太平洋建業株式会社 札幌市

建設工事 988 リコージャパン株式会社 東京都 札幌市 リコージャパン株式会社　販売事業本部北海道支社

建設工事 989 ㈱二本柳慶一建築研究所 函館市

建設工事 993 アルファコート株式会社 札幌市
建設工事 998 上口建設株式会社 室蘭市 札幌市 上口建設株式会社札幌支店
建設工事 998 上口建設株式会社 室蘭市 札幌市 上口建設株式会社札幌支店
建設工事 998 上口建設株式会社 室蘭市 札幌市 上口建設株式会社札幌支店
建設工事 1004 株式会社ＳI N建築工房 札幌市
建設工事 1006 石川兄弟塗装株式会社 由仁町
設計等 1009 有限会社ｋａｔｏ建築設計室 北広島市
設計等 1010 株式会社仁志建築事務所 岩見沢市
設計等 1018 株式会社引谷設計事務所 札幌市
設計等 1018 株式会社引谷設計事務所 札幌市
設計等 1018 株式会社引谷設計事務所 札幌市
設計等 1018 株式会社引谷設計事務所 札幌市

建設工事 1024 株式会社菅原工業 札幌市
建設工事 1029 化学株式会社プライム 札幌市
設計等 1030 アド・エンジニアリング株式会社 札幌市

建設工事 1036 株式会社北川電設 新篠津村
建設工事 1037 フロンティアジャパン株式会社 札幌市
設計等 1039 株式会社柴滝建築設計事務所 旭川市
設計等 1039 株式会社柴滝建築設計事務所 旭川市

建設工事 1040 エコーライン株式会社 札幌市
設計等 1041 株式会社アクティ建築設計 札幌市

建設工事 1042 宮脇土建株式会社 釧路市
建設工事 1042 宮脇土建株式会社 釧路市
建設工事 1042 宮脇土建株式会社 釧路市
設計等 1046 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 札幌市 パシフィックコンサルタンツ株式会社北海道支社
設計等 1046 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 札幌市 パシフィックコンサルタンツ株式会社北海道支社
設計等 1046 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 札幌市 パシフィックコンサルタンツ株式会社北海道支社
設計等 1046 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 札幌市 パシフィックコンサルタンツ株式会社北海道支社
設計等 1046 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 札幌市 パシフィックコンサルタンツ株式会社北海道支社
設計等 1047 南空知森林組合 夕張郡

建設工事 1048 株式会社寺嶋重機 岩見沢市
建設工事 1048 株式会社寺嶋重機 岩見沢市
設計等 1049 株式会社環境科学研究所 函館市
設計等 1049 株式会社環境科学研究所 函館市
設計等 1049 株式会社環境科学研究所 函館市
設計等 1050 株式会社山下設計 東京都 札幌市 株式会社山下設計北海道支社
設計等 1050 株式会社山下設計 東京都 札幌市 株式会社山下設計北海道支社

建設工事 1051 株式会社アリガプランイング 札幌市
建設工事 1051 株式会社アリガプランイング 札幌市
建設工事 1051 株式会社アリガプランイング 札幌市
設計等 1052 株式会社三共コンサルタント 士別市
設計等 1052 株式会社三共コンサルタント 士別市
設計等 1052 株式会社三共コンサルタント 士別市
設計等 1052 株式会社三共コンサルタント 士別市



設計等 1065 一般財団法人　AVCC 東京都
設計等 1073 株式会社大伸 札幌市
設計等 1077 アクアコンサルタント株式会社 河東郡音更町

建設工事 1089 株式会社つうけん 札幌市
設計等 1090 株式会社乃村工藝社 東京都

建設工事 1092 荏原実業株式会社 東京都 札幌市 荏原実業株式会社札幌事務所
建設工事 1094 株式会社五十嵐淳建築設計事務所 常呂郡佐呂間町
設計等 1095 atelier hippo 札幌市
設計等 1096 株式会社米花建築設計所 札幌市
設計等 1098 くりえいと創 釧路市
設計等 1099 合同会社　石塚和彦アトリエ 札幌市
設計等 1100 齋藤弘源建築設計事務所 旭川市
設計等 1101 株式会社AWGL 東京都 札幌市 株式会社AWGL一級建築士事務所

建設工事 1104 凸版印刷株式会社 東京都 札幌市 凸版印刷株式会社　東日本事業部　北海道事業部


