
〇令和３年度・４年度南幌町競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託・電力供給）

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

物品購入等 2 株式会社　阿部自動車整備工場 空知郡南幌町
物品購入等 2 株式会社　阿部自動車整備工場 空知郡南幌町
物品購入等 2 株式会社　阿部自動車整備工場 空知郡南幌町
物品購入等 2 株式会社　阿部自動車整備工場 空知郡南幌町
物品購入等 3 株式会社　小林本店 夕張郡栗山町
物品購入等 3 株式会社　小林本店 夕張郡栗山町
物品購入等 3 株式会社　小林本店 夕張郡栗山町
物品購入等 6 株式会社　四宮造園 札幌市
物品購入等 6 株式会社　四宮造園 札幌市
物品購入等 6 株式会社　四宮造園 札幌市
業務委託 6 株式会社　四宮造園 札幌市

物品購入等 7 北海道ライナー株式会社 札幌市
物品購入等 7 北海道ライナー株式会社 札幌市
物品購入等 9 トモエ商事株式会社 札幌市 北広島市 トモエスポーツ　北広島店
物品購入等 9 トモエ商事株式会社 札幌市 北広島市 トモエスポーツ　北広島店
物品購入等 10 日本カルミック　株式会社 東京都
物品購入等 10 日本カルミック　株式会社 東京都
業務委託 10 日本カルミック　株式会社 東京都
業務委託 10 日本カルミック　株式会社 東京都

物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 14 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市
物品購入等 14 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市
業務委託 14 北日本コンピューターサービス株式会社 秋田県秋田市

物品購入等 16 有限会社　北海道学校用品協会 札幌市
物品購入等 16 有限会社　北海道学校用品協会 札幌市
物品購入等 16 有限会社　北海道学校用品協会 札幌市
物品購入等 16 有限会社　北海道学校用品協会 札幌市
物品購入等 16 有限会社　北海道学校用品協会 札幌市
業務委託 16 有限会社　北海道学校用品協会 札幌市

物品購入等 17 シンレキ工業　株式会社 東京都 岩見沢市 シンレキ工業　株式会社　北海道事業所
業務委託 18 株式会社　M・I・C 苫小牧市

物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 20 株式会社　サン高千穂 札幌市
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 23 北海道オフィス・マシン　株式会社 札幌市
物品購入等 23 北海道オフィス・マシン　株式会社 札幌市
物品購入等 23 北海道オフィス・マシン　株式会社 札幌市
物品購入等 23 北海道オフィス・マシン　株式会社 札幌市
物品購入等 23 北海道オフィス・マシン　株式会社 札幌市
物品購入等 23 北海道オフィス・マシン　株式会社 札幌市
業務委託 23 北海道オフィス・マシン　株式会社 札幌市

物品購入等 24 株式会社　北海道システムエンジニアリング 帯広市
物品購入等 24 株式会社　北海道システムエンジニアリング 帯広市
業務委託 24 株式会社　北海道システムエンジニアリング 帯広市

物品購入等 25 日立キャピタル　株式会社 東京都 東京都 日立キャピタル　株式会社
業務委託 25 日立キャピタル　株式会社 東京都 東京都 日立キャピタル　株式会社
業務委託 26 特定非営利活動法人　グローバル教育推進機構 大阪府大阪市 札幌市 特定非営利活動法人　グローバル教育推進機構　札幌支部

物品購入等 27 株式会社　アクトシステムズ 札幌市
物品購入等 27 株式会社　アクトシステムズ 札幌市
物品購入等 27 株式会社　アクトシステムズ 札幌市
物品購入等 27 株式会社　アクトシステムズ 札幌市
業務委託 27 株式会社　アクトシステムズ 札幌市
業務委託 27 株式会社　アクトシステムズ 札幌市
業務委託 28 鈴蘭ビルサービス株式会社 河東郡音更町 岩見沢市 鈴蘭ビルサービス株式会社　岩見沢営業所
業務委託 28 鈴蘭ビルサービス株式会社 河東郡音更町 岩見沢市 鈴蘭ビルサービス株式会社　岩見沢営業所
業務委託 28 鈴蘭ビルサービス株式会社 河東郡音更町 岩見沢市 鈴蘭ビルサービス株式会社　岩見沢営業所
業務委託 28 鈴蘭ビルサービス株式会社 河東郡音更町 岩見沢市 鈴蘭ビルサービス株式会社　岩見沢営業所

物品購入等 32 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 札幌市
物品購入等 32 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 札幌市
業務委託 32 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 札幌市

物品購入等 33 新栄クリエイト　株式会社 札幌市
物品購入等 33 新栄クリエイト　株式会社 札幌市
物品購入等 33 新栄クリエイト　株式会社 札幌市
物品購入等 35 株式会社　ホンダカーズ滝川 滝川市 岩見沢市 株式会社　ホンダカーズ滝川　岩見沢店
物品購入等 35 株式会社　ホンダカーズ滝川 滝川市 岩見沢市 株式会社　ホンダカーズ滝川　岩見沢店
業務委託 36 三益工業　株式会社 札幌市

物品購入等 38 北海道三菱電機販売　株式会社 札幌市
物品購入等 38 北海道三菱電機販売　株式会社 札幌市
業務委託 38 北海道三菱電機販売　株式会社 札幌市

物品購入等 40 株式会社　シン技術コンサル 札幌市
物品購入等 40 株式会社　シン技術コンサル 札幌市
物品購入等 40 株式会社　シン技術コンサル 札幌市
物品購入等 40 株式会社　シン技術コンサル 札幌市
業務委託 40 株式会社　シン技術コンサル 札幌市
業務委託 40 株式会社　シン技術コンサル 札幌市

物品購入等 44 株式会社　いちたかガスワン 札幌市
物品購入等 44 株式会社　いちたかガスワン 札幌市
電力供給 44 株式会社　いちたかガスワン 札幌市

物品購入等 46 札幌機工整備　株式会社 江別市
物品購入等 47 株式会社　南光堂 岩見沢市
物品購入等 47 株式会社　南光堂 岩見沢市
物品購入等 47 株式会社　南光堂 岩見沢市
物品購入等 47 株式会社　南光堂 岩見沢市
物品購入等 47 株式会社　南光堂 岩見沢市
業務委託 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



業務委託 52 株式会社東洋実業 札幌市
業務委託 52 株式会社東洋実業 札幌市
業務委託 52 株式会社東洋実業 札幌市
業務委託 52 株式会社東洋実業 札幌市

物品購入等 62 株式会社　ムサシ 東京都 札幌市 株式会社　ムサシ　札幌支店
物品購入等 62 株式会社　ムサシ 東京都 札幌市 株式会社　ムサシ　札幌支店
物品購入等 62 株式会社　ムサシ 東京都 札幌市 株式会社　ムサシ　札幌支店
業務委託 62 株式会社　ムサシ 東京都 札幌市 株式会社　ムサシ　札幌支店

物品購入等 63 株式会社　ぎじろくセンター 山口県宇部市 東京都 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所
物品購入等 63 株式会社　ぎじろくセンター 山口県宇部市 東京都 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所
業務委託 63 株式会社　ぎじろくセンター 山口県 東京都 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所
業務委託 63 株式会社　ぎじろくセンター 山口県 東京都 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所

物品購入等 66 ㈲そらち 夕張郡栗山町
物品購入等 66 ㈲そらち 夕張郡栗山町
物品購入等 66 ㈲そらち 夕張郡栗山町
物品購入等 70 株式会社　特殊衣料 札幌市
物品購入等 70 株式会社　特殊衣料 札幌市
物品購入等 70 株式会社　特殊衣料 札幌市
物品購入等 70 株式会社　特殊衣料 札幌市
物品購入等 70 株式会社　特殊衣料 札幌市
業務委託 70 株式会社　特殊衣料 札幌市
業務委託 72 株式会社　日進製作所 札幌市

物品購入等 76 株式会社　北都測器 旭川市
物品購入等 76 株式会社　北都測器 旭川市
物品購入等 76 株式会社　北都測器 旭川市
物品購入等 87 大和産業　株式会社 札幌市
物品購入等 87 大和産業　株式会社 札幌市
物品購入等 87 大和産業　株式会社 札幌市
物品購入等 87 大和産業　株式会社 札幌市
物品購入等 87 大和産業　株式会社 札幌市
物品購入等 87 大和産業　株式会社 札幌市
業務委託 87 大和産業　株式会社 札幌市

物品購入等 90 株式会社　リプロワーク 石狩市
業務委託 90 株式会社　リプロワーク 石狩市
業務委託 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
業務委託 94 株式会社　東洋食品 東京都

物品購入等 96 株式会社　ＮＴＴドコモ 東京都 札幌市 株式会社　ＮＴＴドコモ　北海道支社
物品購入等 96 株式会社　ＮＴＴドコモ 東京都 札幌市 株式会社　ＮＴＴドコモ　北海道支社
物品購入等 107 北海道はまなす食品株式会社 北広島市
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 117 中央コンピューターサービス株式会社 標津郡中標津町
物品購入等 117 中央コンピューターサービス株式会社 標津郡中標津町
業務委託 117 中央コンピューターサービス株式会社 標津郡中標津町

物品購入等 118 株式会社　オーレンス 野付郡別海町
物品購入等 118 株式会社　オーレンス 野付郡別海町
業務委託 118 株式会社　オーレンス 野付郡別海町
業務委託 121 空知パブリックメンテナンス　株式会社 岩見沢市
業務委託 121 空知パブリックメンテナンス　株式会社 岩見沢市
業務委託 121 空知パブリックメンテナンス　株式会社 岩見沢市

物品購入等 123 ヤンマーアグリジャパン株式会社 大阪府大阪市 江別市 ヤンマーアグリジャパン株式会社　江別支店
物品購入等 123 ヤンマーアグリジャパン株式会社 大阪府大阪市 江別市 ヤンマーアグリジャパン株式会社　江別支店
物品購入等 124 株式会社　図書館流通センター 東京都
物品購入等 124 株式会社　図書館流通センター 東京都
業務委託 124 株式会社　図書館流通センター 東京都
業務委託 124 株式会社　図書館流通センター 東京都
業務委託 126 日本衛生株式会社 札幌市
業務委託 126 日本衛生株式会社 札幌市
業務委託 126 日本衛生株式会社 札幌市
業務委託 126 日本衛生株式会社 札幌市

物品購入等 127 北海道グローリー株式会社 札幌市
物品購入等 128 建成興業株式会社 札幌市 江別市 建成興業株式会社　江別支店
物品購入等 128 建成興業株式会社 札幌市 江別市 建成興業株式会社　江別支店
物品購入等 146 東邦薬品株式会社 東京都 岩見沢市 東邦薬品株式会社　岩見沢営業所
物品購入等 149 株式会社　小林舞台システム 恵庭市
物品購入等 149 株式会社　小林舞台システム 恵庭市
業務委託 149 株式会社　小林舞台システム 恵庭市

物品購入等 150 有限会社　マル五中尾書店 標津群中標津町 岩見沢市 有限会社　マル五中尾書店　アイブック岩見沢支店
物品購入等 150 有限会社　マル五中尾書店 標津群中標津町 岩見沢市 有限会社　マル五中尾書店　アイブック岩見沢支店
物品購入等 150 有限会社　マル五中尾書店 標津群中標津町 岩見沢市 有限会社　マル五中尾書店　アイブック岩見沢支店
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 155 北海道重建機工株式会社 北広島市
物品購入等 155 北海道重建機工株式会社 北広島市
業務委託 156 税理士法人　さくら総合会計 札幌市

物品購入等 157 北海道川崎建機　株式会社 北広島市 北広島市 北海道川崎建機　株式会社　札幌支店
物品購入等 157 北海道川崎建機　株式会社 北広島市 北広島市 北海道川崎建機　株式会社　札幌支店
物品購入等 157 北海道川崎建機　株式会社 北広島市 北広島市 北海道川崎建機　株式会社　札幌支店
物品購入等 157 北海道川崎建機　株式会社 北広島市 北広島市 北海道川崎建機　株式会社　札幌支店
業務委託 157 北海道川崎建機　株式会社 北広島市 北広島市 北海道川崎建機　株式会社　札幌支店

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 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
物品購入等 161 株式会社北海道山有 札幌市
物品購入等 161 株式会社北海道山有 札幌市
物品購入等 161 株式会社北海道山有 札幌市
物品購入等 161 株式会社北海道山有 札幌市
業務委託 161 株式会社北海道山有 札幌市
業務委託 161 株式会社北海道山有 札幌市
業務委託 161 株式会社北海道山有 札幌市
業務委託 161 株式会社北海道山有 札幌市
業務委託 167 空知環境総合株式会社 岩見沢市
業務委託 167 空知環境総合株式会社 岩見沢市
業務委託 168 有限会社　岩見沢パートナーシップ 岩見沢市

物品購入等 170 株式会社　エイチ・アイ・ディ 札幌市
物品購入等 170 株式会社　エイチ・アイ・ディ 札幌市



物品購入等 170 株式会社　エイチ・アイ・ディ 札幌市
業務委託 170 株式会社　エイチ・アイ・ディ 札幌市

物品購入等 171 有限会社　アトリエ境 空知郡南幌町
物品購入等 171 有限会社　アトリエ境 空知郡南幌町
物品購入等 171 有限会社　アトリエ境 空知郡南幌町
業務委託 171 有限会社　アトリエ境 空知郡南幌町

物品購入等 176 株式会社　北海道朝日航洋 札幌市
業務委託 176 株式会社　北海道朝日航洋 札幌市
電力供給 177 株式会社　アシストワンエナジー 札幌市

物品購入等 179 株式会社　GIS北海道 札幌市
物品購入等 179 株式会社　GIS北海道 札幌市
物品購入等 179 株式会社　GIS北海道 札幌市
業務委託 179 株式会社　GIS北海道 札幌市

物品購入等 180 有限会社　リバー産業 深川市
物品購入等 180 有限会社　リバー産業 深川市
物品購入等 180 有限会社　リバー産業 深川市
物品購入等 180 有限会社　リバー産業 深川市
物品購入等 181 小山株式会社 奈良市 札幌市 小山株式会社　札幌営業所
物品購入等 181 小山株式会社 奈良市 札幌市 小山株式会社　札幌営業所
物品購入等 181 小山株式会社 奈良市 札幌市 小山株式会社　札幌営業所
業務委託 181 小山株式会社 奈良市 札幌市 小山株式会社　札幌営業所

物品購入等 187 株式会社　オバリ 札幌市
物品購入等 187 株式会社　オバリ 札幌市
物品購入等 187 株式会社　オバリ 札幌市
物品購入等 187 株式会社　オバリ 札幌市
物品購入等 192 テスコ株式会社 東京都
業務委託 192 テスコ株式会社 東京都
業務委託 192 テスコ株式会社 東京都
業務委託 192 テスコ株式会社 東京都

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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
業務委託 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
業務委託 195 道央衛生株式会社 江別市
業務委託 195 道央衛生株式会社 江別市
業務委託 195 道央衛生株式会社 江別市
業務委託 201 日清医療食品株式会社 東京都 札幌市 日清医療食品株式会社　北海道支店

物品購入等 208 ショップファースト 空知郡南幌町
物品購入等 208 ショップファースト 空知郡南幌町
物品購入等 210 ミドリ安全北海道株式会社 札幌市
物品購入等 210 ミドリ安全北海道株式会社 札幌市
物品購入等 210 ミドリ安全北海道株式会社 札幌市
物品購入等 210 ミドリ安全北海道株式会社 札幌市
業務委託 212 株式会社インサイト 札幌市

物品購入等 215 株式会社データホライゾン 広島市
業務委託 215 株式会社データホライゾン 広島市
業務委託 215 株式会社データホライゾン 広島市

物品購入等 216 會澤高圧コンクリート株式会社 日高郡新ひだか町
物品購入等 219 システムサービス株式会社 札幌市
物品購入等 219 システムサービス株式会社 札幌市
物品購入等 219 システムサービス株式会社 札幌市
業務委託 219 システムサービス株式会社 札幌市

物品購入等 223 株式会社　ＨＢＡ 札幌市
物品購入等 223 株式会社　ＨＢＡ 札幌市
物品購入等 223 株式会社　ＨＢＡ 札幌市
業務委託 223 株式会社　ＨＢＡ 札幌市

物品購入等 224 北海道日産自動車株式会社 札幌市 札幌市 北海道日産自動車株式会社　法人販売部
物品購入等 224 北海道日産自動車株式会社 札幌市 札幌市 北海道日産自動車株式会社　法人販売部
業務委託 228 株式会社セキュメント 樺戸郡新十津川町 岩見沢市 株式会社セキュメント岩見沢営業所
業務委託 228 株式会社セキュメント 樺戸郡新十津川町 岩見沢市 株式会社セキュメント岩見沢営業所
業務委託 228 株式会社セキュメント 樺戸郡新十津川町 岩見沢市 株式会社セキュメント岩見沢営業所

物品購入等 231 株式会社ＨＤＣ 札幌市
業務委託 231 株式会社ＨＤＣ 札幌市

物品購入等 232 株式会社　遠藤教材社 岩見沢市
物品購入等 232 株式会社　遠藤教材社 岩見沢市
物品購入等 232 株式会社　遠藤教材社 岩見沢市
物品購入等 232 株式会社　遠藤教材社 岩見沢市
業務委託 233 株式会社ＮＴＴネクシア 札幌市
業務委託 233 株式会社ＮＴＴネクシア 札幌市

物品購入等 234 株式会社セラビ 札幌市
物品購入等 234 株式会社セラビ 札幌市
業務委託 234 株式会社セラビ 札幌市
業務委託 234 株式会社セラビ 札幌市

物品購入等 239 日本調理機株式会社 東京都 札幌市 日本調理機株式会社北海道支店
物品購入等 240 株式会社　ほくやく 札幌市 岩見沢市 株式会社　ほくやく　岩見沢支店
物品購入等 240 株式会社　ほくやく 札幌市 岩見沢市 株式会社　ほくやく　岩見沢支店
物品購入等 240 株式会社　ほくやく 札幌市 岩見沢市 株式会社　ほくやく　岩見沢支店
物品購入等 245 新明和アクアテクサービス株式会社 芦屋市 札幌市 新明和アクアテクサービス株式会社　北海道センター
業務委託 245 新明和アクアテクサービス株式会社 芦屋市 札幌市 新明和アクアテクサービス株式会社　北海道センター
業務委託 246 有限会社　ベストサービス 千歳市

物品購入等 255 株式会社マテック 帯広市 千歳市 株式会社マテック　千歳支店
業務委託 255 株式会社マテック 帯広市 千歳市 株式会社マテック　千歳支店

物品購入等 257 株式会社　旭ダンケ 旭川市 札幌市 株式会社　旭ダンケ　札幌支店
業務委託 258 株式会社　日東総業 夕張郡栗山町
業務委託 258 株式会社　日東総業 夕張郡栗山町
業務委託 258 株式会社　日東総業 夕張郡栗山町
業務委託 258 株式会社　日東総業 夕張郡栗山町
業務委託 260 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 札幌市
業務委託 260 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 札幌市

物品購入等 261 北海道給食資材株式会社 札幌市
業務委託 262 富士産業株式会社 東京都

物品購入等 266 株式会社　スローフォワード 東大阪市 札幌市 株式会社　スローフォワード　札幌支店
物品購入等 266 株式会社　スローフォワード 東大阪市 札幌市 株式会社　スローフォワード　札幌支店
業務委託 266 株式会社　スローフォワード 東大阪市 札幌市 株式会社　スローフォワード　札幌支店
業務委託 266 株式会社　スローフォワード 東大阪市 札幌市 株式会社　スローフォワード　札幌支店

物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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



物品購入等 269 株式会社　中西製作所 大阪市 札幌市 株式会社　中西製作所　北海道支店
物品購入等 269 株式会社　中西製作所 大阪市 札幌市 株式会社　中西製作所　北海道支店
物品購入等 269 株式会社　中西製作所 大阪市 札幌市 株式会社　中西製作所　北海道支店
物品購入等 269 株式会社　中西製作所 大阪市 札幌市 株式会社　中西製作所　北海道支店
物品購入等 270 株式会社　丸一泉商店 札幌市
物品購入等 272 北海道温泉ポンプ株式会社 札幌市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
物品購入等 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
業務委託 273 野村家電販売株式会社 恵庭市
業務委託 273 野村家電販売株式会社 恵庭市

物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
物品購入等 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
業務委託 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
業務委託 274 有限会社　北広島富貴堂 北広島市
業務委託 275 有限会社　オーエム・テック 札幌市

物品購入等 277 株式会社　セントラルフォーム 札幌市
業務委託 277 株式会社　セントラルフォーム 札幌市

物品購入等 279 中央防災システム株式会社 釧路市 札幌市 中央防災システム株式会社　札幌営業所
物品購入等 279 中央防災システム株式会社 釧路市 札幌市 中央防災システム株式会社　札幌営業所
物品購入等 279 中央防災システム株式会社 釧路市 札幌市 中央防災システム株式会社　札幌営業所
業務委託 279 中央防災システム株式会社 釧路市 札幌市 中央防災システム株式会社　札幌営業所

物品購入等 280 株式会社　会議録センター 鴻巣市 札幌市 株式会社　会議録センター北海道支社
業務委託 280 株式会社　会議録センター 鴻巣市 札幌市 株式会社　会議録センター北海道支社

物品購入等 282 株式会社　札幌トランジスター 札幌市
業務委託 282 株式会社　札幌トランジスター 札幌市

物品購入等 288 北海産業株式会社 苫小牧市 北広島市 北海産業株式会社　北広島営業所
物品購入等 288 北海産業株式会社 苫小牧市 北広島市 北海産業株式会社　北広島営業所
物品購入等 288 北海産業株式会社 苫小牧市 北広島市 北海産業株式会社　北広島営業所
物品購入等 289 株式会社　イコム 札幌市
物品購入等 289 株式会社　イコム 札幌市
業務委託 289 株式会社　イコム 札幌市
業務委託 289 株式会社　イコム 札幌市
業務委託 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

物品購入等 291 有限会社　朝日美装 岩見沢市
業務委託 291 有限会社　朝日美装 岩見沢市

物品購入等 292 東陽上村アドバンス株式会社 札幌市
物品購入等 292 東陽上村アドバンス株式会社 札幌市
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 296 株式会社日本防災技術センター 札幌市
物品購入等 296 株式会社日本防災技術センター 札幌市
業務委託 296 株式会社日本防災技術センター 札幌市
業務委託 296 株式会社日本防災技術センター 札幌市
業務委託 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

物品購入等 300 北海道和光純薬株式会社 札幌市
物品購入等 300 北海道和光純薬株式会社 札幌市
物品購入等 302 富士通リース株式会社 東京都 札幌市 富士通リース株式会社　北海道支店
業務委託 303 ジオ・サーチ株式会社 東京都

物品購入等 304 システムバンク株式会社 札幌市
物品購入等 304 システムバンク株式会社 札幌市
業務委託 304 システムバンク株式会社 札幌市

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 309 株式会社　道測テクニス 札幌市
物品購入等 309 株式会社　道測テクニス 札幌市
業務委託 309 株式会社　道測テクニス 札幌市

物品購入等 310 環境開発工業株式会社 北広島市
業務委託 310 環境開発工業株式会社 北広島市

物品購入等 312 丸興商事株式会社 札幌市
業務委託 312 丸興商事株式会社 札幌市

物品購入等 313 株式会社　髙松商店 空知郡南幌町
物品購入等 313 株式会社　髙松商店 空知郡南幌町
物品購入等 313 株式会社　髙松商店 空知郡南幌町
物品購入等 314 株式会社メディセオ 東京都 北広島市 株式会社メディセオ　新札幌支店
業務委託 315 株式会社　オービーディー 札幌市
業務委託 315 株式会社　オービーディー 札幌市
業務委託 315 株式会社　オービーディー 札幌市
業務委託 318 株式会社　土井総業 南幌町

物品購入等 319 総合商研株式会社 札幌市
物品購入等 319 総合商研株式会社 札幌市



業務委託 319 総合商研株式会社 札幌市
物品購入等 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
物品購入等 323 テルウェル東日本株式会社 東京都
業務委託 323 テルウェル東日本株式会社 東京都

物品購入等 325 丸三商事株式会社 札幌市
物品購入等 325 丸三商事株式会社 札幌市
物品購入等 326 大日産業株式会社 札幌市
物品購入等 326 大日産業株式会社 札幌市
物品購入等 326 大日産業株式会社 札幌市
物品購入等 326 大日産業株式会社 札幌市
物品購入等 326 大日産業株式会社 札幌市
物品購入等 326 大日産業株式会社 札幌市
物品購入等 326 大日産業株式会社 札幌市
物品購入等 328 株式会社　ユニ商会 札幌市
業務委託 328 株式会社　ユニ商会 札幌市

物品購入等 329 株式会社　北海道シルバーサービス 札幌市
物品購入等 329 株式会社　北海道シルバーサービス 札幌市
物品購入等 329 株式会社　北海道シルバーサービス 札幌市
業務委託 338 株式会社　日総 札幌市

物品購入等 341 株式会社ウェルクル 大阪市 札幌市 株式会社ウェルクル　札幌支店
物品購入等 341 株式会社ウェルクル 大阪市 札幌市 株式会社ウェルクル　札幌支店
業務委託 341 株式会社ウェルクル 大阪市 札幌市 株式会社ウェルクル　札幌支店
業務委託 341 株式会社ウェルクル 大阪市 札幌市 株式会社ウェルクル　札幌支店
業務委託 343 有限会社　南幌コープワーク 空知郡南幌町
業務委託 343 有限会社　南幌コープワーク 空知郡南幌町
業務委託 343 有限会社　南幌コープワーク 空知郡南幌町
業務委託 343 有限会社　南幌コープワーク 空知郡南幌町

物品購入等 345 株式会社ニサカ 旭川市
物品購入等 345 株式会社ニサカ 旭川市
物品購入等 345 株式会社ニサカ 旭川市
物品購入等 345 株式会社ニサカ 旭川市
物品購入等 345 株式会社ニサカ 旭川市
業務委託 345 株式会社ニサカ 旭川市

物品購入等 348 北海道富士電機株式会社 札幌市
物品購入等 348 北海道富士電機株式会社 札幌市
物品購入等 348 北海道富士電機株式会社 札幌市
業務委託 348 北海道富士電機株式会社 札幌市
業務委託 348 北海道富士電機株式会社 札幌市

物品購入等 349 東京コンピュータサービス株式会社 東京都 札幌市 東京コンピュータサービス株式会社　札幌支店
物品購入等 349 東京コンピュータサービス株式会社 東京都 札幌市 東京コンピュータサービス株式会社　札幌支店
物品購入等 349 東京コンピュータサービス株式会社 東京都 札幌市 東京コンピュータサービス株式会社　札幌支店
業務委託 349 東京コンピュータサービス株式会社 東京都 札幌市 東京コンピュータサービス株式会社　札幌支店

物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 351 リコーリース株式会社 東京都 札幌市 リコーリース株式会社　北海道支社
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 354 昇寿チャート株式会社 東京都 札幌市 昇寿チャート株式会社　札幌支店
業務委託 354 昇寿チャート株式会社 東京都 札幌市 昇寿チャート株式会社　札幌支店
業務委託 356 株式会社　北海道グリーンメンテナンス 札幌市
業務委託 356 株式会社　北海道グリーンメンテナンス 札幌市

物品購入等 358 株式会社エー・エル・ピー 滝川市
業務委託 358 株式会社エー・エル・ピー 滝川市
業務委託 359 新生美装興業株式会社 札幌市

物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 361 北海綜合機電設備株式会社 札幌市
物品購入等 361 北海綜合機電設備株式会社 札幌市
業務委託 361 北海綜合機電設備株式会社 札幌市

物品購入等 366 株式会社スズケン 名古屋市 岩見沢市 株式会社スズケン　岩見沢支店
物品購入等 367 株式会社　常光 東京都 札幌市 株式会社　常光　札幌支店
物品購入等 368 北第百通信電気株式会社 札幌市
物品購入等 368 北第百通信電気株式会社 札幌市
物品購入等 368 北第百通信電気株式会社 札幌市
業務委託 368 北第百通信電気株式会社 札幌市
業務委託 369 株式会社　医療保険経理研究所 釧路市
業務委託 371 角山開発株式会社 江別市

物品購入等 372 五島冷熱株式会社 札幌市
業務委託 374 北日本トランスポート株式会社 恵庭市

物品購入等 380 佐鳥電機株式会社 東京都 札幌市 佐鳥電機株式会社　札幌支店
物品購入等 380 佐鳥電機株式会社 東京都 札幌市 佐鳥電機株式会社　札幌支店
物品購入等 380 佐鳥電機株式会社 東京都 札幌市 佐鳥電機株式会社　札幌支店
業務委託 381 ダイヤ冷暖工業株式会社 札幌市

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 383 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市
物品購入等 383 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市
物品購入等 383 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市
業務委託 383 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市
業務委託 383 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市

物品購入等 384 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 東京都
物品購入等 384 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 東京都
物品購入等 384 キヤノンメディカルファイナンス株式会社 東京都
物品購入等 385 キヤノンメディカルシステムス株式会社 大田原市 札幌市 キヤノンメディカルシステムス株式会社　札幌支店
物品購入等 385 キヤノンメディカルシステムス株式会社 大田原市 札幌市 キヤノンメディカルシステムス株式会社　札幌支店
業務委託 385 キヤノンメディカルシステムス株式会社 大田原市 札幌市 キヤノンメディカルシステムス株式会社　札幌支店

物品購入等 389 キハラ株式会社 東京都 札幌市 キハラ株式会社　北海道営業所
物品購入等 389 キハラ株式会社 東京都 札幌市 キハラ株式会社　北海道営業所
物品購入等 389 キハラ株式会社 東京都 札幌市 キハラ株式会社　北海道営業所
物品購入等 389 キハラ株式会社 東京都 札幌市 キハラ株式会社　北海道営業所
物品購入等 391 株式会社　文明堂 岩見沢市
物品購入等 391 株式会社　文明堂 岩見沢市
物品購入等 391 株式会社　文明堂 岩見沢市
物品購入等 391 株式会社　文明堂 岩見沢市
物品購入等 391 株式会社　文明堂 岩見沢市
物品購入等 391 株式会社　文明堂 岩見沢市
物品購入等 393 株式会社ムラカミ 札幌市
物品購入等 393 株式会社ムラカミ 札幌市
物品購入等 393 株式会社ムラカミ 札幌市



物品購入等 393 株式会社ムラカミ 札幌市
物品購入等 393 株式会社ムラカミ 札幌市
物品購入等 395 日本コムテック株式会社 札幌市
物品購入等 395 日本コムテック株式会社 札幌市
物品購入等 395 日本コムテック株式会社 札幌市
業務委託 395 日本コムテック株式会社 札幌市

物品購入等 397 株式会社　ツムラ札幌 札幌市
物品購入等 398 安全機器　株式会社 札幌市
物品購入等 398 安全機器　株式会社 札幌市
物品購入等 398 安全機器　株式会社 札幌市
物品購入等 399 株式会社ＴＫＣ 宇都宮市
業務委託 399 株式会社ＴＫＣ 宇都宮市

物品購入等 401 大丸株式会社 札幌市
物品購入等 401 大丸株式会社 札幌市
物品購入等 401 大丸株式会社 札幌市
物品購入等 401 大丸株式会社 札幌市
物品購入等 401 大丸株式会社 札幌市
物品購入等 401 大丸株式会社 札幌市
物品購入等 401 大丸株式会社 札幌市
業務委託 401 大丸株式会社 札幌市
業務委託 402 山田不動産鑑定 札幌市

物品購入等 406 株式会社北海道防災指導センター 札幌市
業務委託 406 株式会社北海道防災指導センター 札幌市

物品購入等 407 株式会社サンコー 札幌市
物品購入等 407 株式会社サンコー 札幌市
物品購入等 407 株式会社サンコー 札幌市
物品購入等 407 株式会社サンコー 札幌市
業務委託 407 株式会社サンコー 札幌市
業務委託 407 株式会社サンコー 札幌市

物品購入等 413 株式会社サニクリーン北海道 札幌市 千歳市 株式会社サニクリーン北海道千歳営業所
物品購入等 413 株式会社サニクリーン北海道 札幌市 千歳市 株式会社サニクリーン北海道千歳営業所
物品購入等 413 株式会社サニクリーン北海道 札幌市 千歳市 株式会社サニクリーン北海道千歳営業所
物品購入等 413 株式会社サニクリーン北海道 札幌市 千歳市 株式会社サニクリーン北海道千歳営業所
物品購入等 413 株式会社サニクリーン北海道 札幌市 千歳市 株式会社サニクリーン北海道千歳営業所
物品購入等 414 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市
物品購入等 414 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市
業務委託 414 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市
業務委託 414 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市
業務委託 414 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市
業務委託 414 株式会社第一岸本臨床検査センター 札幌市

物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
物品購入等 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町
業務委託 415 有限会社　高杉 夕張郡栗山町

物品購入等 418 日本マーキング株式会社 札幌市
物品購入等 418 日本マーキング株式会社 札幌市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 419 株式会社今井 江別市
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 425 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都 札幌市 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　北海道支店
業務委託 425 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 東京都 札幌市 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　北海道支店

物品購入等 426 株式会社　組合印刷 岩見沢市
業務委託 426 株式会社　組合印刷 岩見沢市
業務委託 426 株式会社　組合印刷 岩見沢市

物品購入等 430 北海道総合通信網　株式会社 札幌市
物品購入等 430 北海道総合通信網　株式会社 札幌市
業務委託 430 北海道総合通信網　株式会社 札幌市
業務委託 430 北海道総合通信網　株式会社 札幌市
電力供給 433 ワタミファーム＆エナジー　株式会社 東京都

物品購入等 434 片桐機械　株式会社 札幌市 北広島市 片桐機械　株式会社　北広島営業所
物品購入等 434 片桐機械　株式会社 札幌市 北広島市 片桐機械　株式会社　北広島営業所
物品購入等 434 片桐機械　株式会社 札幌市 北広島市 片桐機械　株式会社　北広島営業所
物品購入等 434 片桐機械　株式会社 札幌市 北広島市 片桐機械　株式会社　北広島営業所
物品購入等 434 片桐機械　株式会社 札幌市 北広島市 片桐機械　株式会社　北広島営業所
物品購入等 434 片桐機械　株式会社 札幌市 北広島市 片桐機械　株式会社　北広島営業所
業務委託 435 ジャパンエレベーターサービス北海道　株式会社 札幌市

物品購入等 436 株式会社　ぎょうせい 東京都 札幌市 株式会社　ぎょうせい　北海道支社
物品購入等 436 株式会社　ぎょうせい 東京都 札幌市 株式会社　ぎょうせい　北海道支社
物品購入等 436 株式会社　ぎょうせい 東京都 札幌市 株式会社　ぎょうせい　北海道支社
業務委託 436 株式会社　ぎょうせい 東京都 札幌市 株式会社　ぎょうせい　北海道支社
業務委託 436 株式会社　ぎょうせい 東京都 札幌市 株式会社　ぎょうせい　北海道支社

物品購入等 440 新日本工業　株式会社 旭川市 札幌市 新日本工業　株式会社　札幌支店
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 444 株式会社　日本サーモエナー 東京都 札幌市 株式会社　日本サーモエナー　北海道支社
物品購入等 444 株式会社　日本サーモエナー 東京都 札幌市 株式会社　日本サーモエナー　北海道支社



業務委託 444 株式会社　日本サーモエナー 東京都 札幌市 株式会社　日本サーモエナー　北海道支社
物品購入等 445 株式会社　エム・アイ・システム 札幌市
物品購入等 445 株式会社　エム・アイ・システム 札幌市
物品購入等 445 株式会社　エム・アイ・システム 札幌市
物品購入等 446 北海道日野自動車　株式会社 札幌市 岩見沢市 北海道日野自動車　株式会社　岩見沢支店
物品購入等 446 北海道日野自動車　株式会社 札幌市 岩見沢市 北海道日野自動車　株式会社　岩見沢支店
物品購入等 453 エスケー産業　株式会社 札幌市
物品購入等 453 エスケー産業　株式会社 札幌市
物品購入等 453 エスケー産業　株式会社 札幌市
物品購入等 455 株式会社　帝国データバンク 東京都 札幌市 株式会社　帝国データバンク　札幌支店
物品購入等 460 株式会社　石黒鋳物製作所 札幌市
物品購入等 461 コマツカスタマーサポート　株式会社 東京都 砂川市 コマツカスタマーサポート　株式会社　北海道カンパニー　砂川支店
物品購入等 461 コマツカスタマーサポート　株式会社 東京都 砂川市 コマツカスタマーサポート　株式会社　北海道カンパニー　砂川支店
物品購入等 461 コマツカスタマーサポート　株式会社 東京都 砂川市 コマツカスタマーサポート　株式会社　北海道カンパニー　砂川支店
物品購入等 464 岩見沢ヤクルト販売　株式会社 岩見沢市
業務委託 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 473 株式会社　コンピューター・ビジネス 旭川市
物品購入等 473 株式会社　コンピューター・ビジネス 旭川市
業務委託 473 株式会社　コンピューター・ビジネス 旭川市

物品購入等 478 株式会社　通電技術 札幌市
物品購入等 478 株式会社　通電技術 札幌市
業務委託 478 株式会社　通電技術 札幌市
業務委託 478 株式会社　通電技術 札幌市

物品購入等 479 タニコー　株式会社 東京都 岩見沢市 タニコー　株式会社　岩見沢営業所
業務委託 481 株式会社　環境リサーチ 札幌市
業務委託 481 株式会社　環境リサーチ 札幌市
業務委託 481 株式会社　環境リサーチ 札幌市

物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 487 アートシステム　株式会社 札幌市 札幌市 アートシステム　株式会社　札幌営業部
物品購入等 487 アートシステム　株式会社 札幌市 札幌市 アートシステム　株式会社　札幌営業部
物品購入等 487 アートシステム　株式会社 札幌市 札幌市 アートシステム　株式会社　札幌営業部
物品購入等 487 アートシステム　株式会社 札幌市 札幌市 アートシステム　株式会社　札幌営業部
業務委託 487 アートシステム　株式会社 札幌市 札幌市 アートシステム　株式会社　札幌営業部
業務委託 487 アートシステム　株式会社 札幌市 札幌市 アートシステム　株式会社　札幌営業部
業務委託 487 アートシステム　株式会社 札幌市 札幌市 アートシステム　株式会社　札幌営業部
業務委託 489 株式会社　ＨＡＲＰ 札幌市
業務委託 490 環境クリエイト　株式会社 札幌市
業務委託 492 日盛ビル管理　株式会社 札幌市
業務委託 492 日盛ビル管理　株式会社 札幌市
業務委託 492 日盛ビル管理　株式会社 札幌市
業務委託 492 日盛ビル管理　株式会社 札幌市
業務委託 494 株式会社　三建管工技研 空知郡南幌町
業務委託 494 株式会社　三建管工技研 空知郡南幌町
業務委託 494 株式会社　三建管工技研 空知郡南幌町

物品購入等 496 株式会社　富士計器 釧路市
物品購入等 496 株式会社　富士計器 釧路市
物品購入等 497 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市
物品購入等 497 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市
物品購入等 497 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市
物品購入等 497 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市
物品購入等 497 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市
業務委託 497 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市
業務委託 497 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市
業務委託 498 空知興産　株式会社 滝川市
業務委託 498 空知興産　株式会社 滝川市
業務委託 498 空知興産　株式会社 滝川市

物品購入等 500 社会福祉法人　北海道リハビリー 北広島市
物品購入等 500 社会福祉法人　北海道リハビリー 北広島市
物品購入等 500 社会福祉法人　北海道リハビリー 北広島市
物品購入等 500 社会福祉法人　北海道リハビリー 北広島市
物品購入等 500 社会福祉法人　北海道リハビリー 北広島市
物品購入等 500 社会福祉法人　北海道リハビリー 北広島市
業務委託 500 社会福祉法人　北海道リハビリー 北広島市

物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 504 株式会社　向田自動車 岩見沢市
物品購入等 504 株式会社　向田自動車 岩見沢市
物品購入等 506 十全　株式会社 東京都 札幌市 十全　株式会社　札幌支店
物品購入等 506 十全　株式会社 東京都 札幌市 十全　株式会社　札幌支店
物品購入等 506 十全　株式会社 東京都 札幌市 十全　株式会社　札幌支店
物品購入等 506 十全　株式会社 東京都 札幌市 十全　株式会社　札幌支店
業務委託 507 公益財団法人　北海道対がん協会 札幌市
業務委託 508 太平ビルサービス　株式会社 東京都 札幌市 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店
業務委託 508 太平ビルサービス　株式会社 東京都 札幌市 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店
業務委託 508 太平ビルサービス　株式会社 東京都 札幌市 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店
業務委託 508 太平ビルサービス　株式会社 東京都 札幌市 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店

物品購入等 510 セコム　株式会社 東京都
業務委託 510 セコム　株式会社 東京都

物品購入等 513 北海アサノロックラー　株式会社 士別市 札幌市 北海アサノロックラー　株式会社　札幌支店
物品購入等 514 妻神工業　株式会社 雨竜郡妹背牛町
物品購入等 515 株式会社　かね彦 札幌市
業務委託 515 株式会社　かね彦 札幌市
業務委託 517 南幌道路維持事業協同組合 空知郡南幌町

物品購入等 518 有限会社　山上造園土木 岩見沢市
業務委託 518 有限会社　山上造園土木 岩見沢市

物品購入等 520 株式会社　ジェイエスキューブ 東京都 札幌市 株式会社　ジェイエスキューブ　営業本部
業務委託 520 株式会社　ジェイエスキューブ 東京都 札幌市 株式会社　ジェイエスキューブ　営業本部

物品購入等 522 株式会社　ナガワ 東京都 札幌市 株式会社　ナガワ　札幌支店
物品購入等 522 株式会社　ナガワ 東京都 札幌市 株式会社　ナガワ　札幌支店
業務委託 523 株式会社　サポートシステム 釧路市 札幌市 株式会社　サポートシステム　札幌支店

物品購入等 524 北海道エコリサイクルシステムズ　株式会社 苫小牧市
業務委託 524 北海道エコリサイクルシステムズ　株式会社 苫小牧市

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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



業務委託 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
業務委託 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
業務委託 527 中央オフイスメーション株式会社 札幌市

物品購入等 528 株式会社　ヰセキ北海道 札幌市 夕張郡長沼町 株式会社　ヰセキ北海道　長沼営業所
物品購入等 528 株式会社　ヰセキ北海道 札幌市 夕張郡長沼町 株式会社　ヰセキ北海道　長沼営業所
物品購入等 528 株式会社　ヰセキ北海道 札幌市 夕張郡長沼町 株式会社　ヰセキ北海道　長沼営業所
物品購入等 529 株式会社　サンコー緑化 札幌市
物品購入等 529 株式会社　サンコー緑化 札幌市
業務委託 529 株式会社　サンコー緑化 札幌市

物品購入等 532 大成機工株式会社 大阪市 札幌市 大成機工株式会社　北海道営業所
物品購入等 536 北海道アオキ化学株式会社 札幌市
業務委託 536 北海道アオキ化学株式会社 札幌市
業務委託 538 一般財団法人北海道電気保安協会 札幌市

物品購入等 539 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 東京都 札幌市 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ
物品購入等 539 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 東京都 札幌市 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ
物品購入等 539 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 東京都 札幌市 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ
業務委託 539 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 東京都 札幌市 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ
業務委託 540 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 札幌市

物品購入等 541 東京防災設備株式会社 札幌市
物品購入等 541 東京防災設備株式会社 札幌市
業務委託 541 東京防災設備株式会社 札幌市

物品購入等 542 有限会社　安居企画 夕張郡長沼町
業務委託 542 有限会社　安居企画 夕張郡長沼町
業務委託 542 有限会社　安居企画 夕張郡長沼町

物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
物品購入等 544 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町
業務委託 548 株式会社トーショウビルサービス 函館市 岩見沢市 株式会社トーショウビルサービス　岩見沢営業所

物品購入等 549 北海道運搬機株式会社 札幌市 札幌市 北海道運搬機株式会社札幌東支店
物品購入等 549 北海道運搬機株式会社 札幌市 札幌市 北海道運搬機株式会社札幌東支店
物品購入等 550 株式会社　シンレキ 札幌市
物品購入等 552 有限会社　新和 空知郡南幌町
業務委託 552 有限会社　新和 空知郡南幌町

物品購入等 553 株式会社　アシスト 北広島市
物品購入等 553 株式会社　アシスト 北広島市
物品購入等 553 株式会社　アシスト 北広島市
物品購入等 553 株式会社　アシスト 北広島市
物品購入等 553 株式会社　アシスト 北広島市
物品購入等 553 株式会社　アシスト 北広島市
物品購入等 557 スポーツ施設北海道　株式会社 札幌市
物品購入等 557 スポーツ施設北海道　株式会社 札幌市
物品購入等 557 スポーツ施設北海道　株式会社 札幌市
物品購入等 558 富士フイルムシステムサービス株式会社 東京都 札幌市 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　北海道支店
業務委託 558 富士フイルムシステムサービス株式会社 東京都 札幌市 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　北海道支店
業務委託 558 富士フイルムシステムサービス株式会社 東京都 札幌市 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　北海道支店
業務委託 559 株式会社クリーンアップ 札幌市
業務委託 559 株式会社クリーンアップ 札幌市
業務委託 559 株式会社クリーンアップ 札幌市

物品購入等 560 株式会社　鈴木商会 札幌市
業務委託 560 株式会社　鈴木商会 札幌市
業務委託 561 株式会社ジェーピー北海 札幌市

物品購入等 562 株式会社マルチテックス 札幌市
物品購入等 563 株式会社ライズファクトリー 東京都
物品購入等 563 株式会社ライズファクトリー 東京都
物品購入等 563 株式会社ライズファクトリー 東京都
業務委託 563 株式会社ライズファクトリー 東京都

物品購入等 565 株式会社札幌ニット 札幌市
業務委託 565 株式会社札幌ニット 札幌市

物品購入等 566 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市
物品購入等 566 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市
物品購入等 566 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市
物品購入等 566 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市
業務委託 566 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市
業務委託 566 株式会社　つうけんアクティブ 札幌市

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 568 北海道消防機材株式会社 札幌市
業務委託 568 北海道消防機材株式会社 札幌市
業務委託 569 日興美装工業株式会社 札幌市
業務委託 569 日興美装工業株式会社 札幌市
業務委託 569 日興美装工業株式会社 札幌市
業務委託 569 日興美装工業株式会社 札幌市

物品購入等 571 三響楽器株式会社 札幌市
業務委託 571 三響楽器株式会社 札幌市

物品購入等 572 株式会社アイホー 豊川市 札幌市 株式会社アイホー　札幌支店
業務委託 573 株式会社　北海道防疫サービス 札幌市
業務委託 575 有限会社エルム設備 恵庭市
業務委託 575 有限会社エルム設備 恵庭市
業務委託 575 有限会社エルム設備 恵庭市

物品購入等 576 株式会社日立ソリューションズ東日本 仙台市 札幌市 株式会社日立ソリューションズ東日本　第一営業部
業務委託 576 株式会社日立ソリューションズ東日本 仙台市 札幌市 株式会社日立ソリューションズ東日本　第一営業部

物品購入等 577 有限会社　北斗化学工業 札幌市
物品購入等 577 有限会社　北斗化学工業 札幌市
物品購入等 578 株式会社　つうけんアクト 札幌市
物品購入等 579 富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都 札幌市 富士電機ＩＴソリューション株式会社　北海道支店
物品購入等 579 富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都 札幌市 富士電機ＩＴソリューション株式会社　北海道支店
物品購入等 579 富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都 札幌市 富士電機ＩＴソリューション株式会社　北海道支店
業務委託 579 富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都 札幌市 富士電機ＩＴソリューション株式会社　北海道支店

物品購入等 580 株式会社　河合楽器製作所 浜松市 札幌市 株式会社　河合楽器製作所　札幌公教販店
物品購入等 580 株式会社　河合楽器製作所 浜松市 札幌市 株式会社　河合楽器製作所　札幌公教販店
物品購入等 580 株式会社　河合楽器製作所 浜松市 札幌市 株式会社　河合楽器製作所　札幌公教販店
業務委託 580 株式会社　河合楽器製作所 浜松市 札幌市 株式会社　河合楽器製作所　札幌公教販店

物品購入等 582 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都 札幌市 ＮＥＣフィールディング株式会社



物品購入等 582 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都 札幌市 ＮＥＣフィールディング株式会社
業務委託 582 ＮＥＣフィールディング株式会社 東京都 札幌市 ＮＥＣフィールディング株式会社

物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 584 ＵＤトラックス北海道株式会社 札幌市 札幌市 ＵＤトラックス北海道株式会社　札幌東支店
物品購入等 587 株式会社　恵和ビジネス 札幌市
物品購入等 587 株式会社　恵和ビジネス 札幌市
物品購入等 587 株式会社　恵和ビジネス 札幌市
業務委託 587 株式会社　恵和ビジネス 札幌市
業務委託 587 株式会社　恵和ビジネス 札幌市

物品購入等 589 日通リース＆ファイナンス株式会社 東京都 札幌市 日通リース＆ファイナンス株式会社　札幌支店
物品購入等 596 丸栄　平山製菓株式会社 石狩市
物品購入等 601 医療法人　やわらぎ 空知郡南幌町
物品購入等 603 菱照エンジニアリング株式会社 札幌市
業務委託 603 菱照エンジニアリング株式会社 札幌市

物品購入等 604 ネッツトヨタ札幌株式会社 札幌市 北広島市 ネッツトヨタ札幌株式会社　プラザきたひろ
物品購入等 604 ネッツトヨタ札幌株式会社 札幌市 北広島市 ネッツトヨタ札幌株式会社　プラザきたひろ
物品購入等 605 株式会社ＪＥＣＣ 東京都 東京都 株式会社ＪＥＣＣ
物品購入等 605 株式会社ＪＥＣＣ 東京都 東京都 株式会社ＪＥＣＣ
業務委託 605 株式会社ＪＥＣＣ 東京都 東京都 株式会社ＪＥＣＣ

物品購入等 606 株式会社　北海道モリタ 札幌市
物品購入等 606 株式会社　北海道モリタ 札幌市
物品購入等 606 株式会社　北海道モリタ 札幌市
物品購入等 606 株式会社　北海道モリタ 札幌市
物品購入等 606 株式会社　北海道モリタ 札幌市
物品購入等 609 有限会社　石田農園 夕張郡長沼町
物品購入等 609 有限会社　石田農園 夕張郡長沼町
業務委託 614 有限会社オゾニック 札幌市

物品購入等 615 株式会社　總北海 旭川市 札幌市 株式会社　總北海　札幌支社
業務委託 615 株式会社　總北海 旭川市 札幌市 株式会社　總北海　札幌支社

物品購入等 617 北日本重機株式会社 札幌市
物品購入等 617 北日本重機株式会社 札幌市
物品購入等 617 北日本重機株式会社 札幌市
物品購入等 618 株式会社　協和機械製作所 札幌市
物品購入等 618 株式会社　協和機械製作所 札幌市
物品購入等 620 株式会社　エスエスイー 東京都 札幌市 株式会社　エスエスイー　札幌事務所
物品購入等 620 株式会社　エスエスイー 東京都 札幌市 株式会社　エスエスイー　札幌事務所
物品購入等 620 株式会社　エスエスイー 東京都 札幌市 株式会社　エスエスイー　札幌事務所
物品購入等 621 石田スポーツ　株式会社 岩見沢市
物品購入等 621 石田スポーツ　株式会社 岩見沢市
業務委託 622 ＥＹ新日本有限責任監査法人 東京都 札幌市 ＥＹ新日本有限責任監査法人　札幌事務所

物品購入等 623 株式会社エスアールエル 東京都 東京都 株式会社エスアールエル
業務委託 623 株式会社エスアールエル 東京都 東京都 株式会社エスアールエル

物品購入等 624 ソリマチ株式会社 長岡市
業務委託 624 ソリマチ株式会社 長岡市

物品購入等 629 株式会社オーク 札幌市
物品購入等 629 株式会社オーク 札幌市
業務委託 629 株式会社オーク 札幌市

物品購入等 630 みずほ東芝リース　株式会社 東京都
業務委託 635 株式会社ＬＥＯＣ 東京都

物品購入等 636 日管建設株式会社 岩見沢市
物品購入等 636 日管建設株式会社 岩見沢市
物品購入等 636 日管建設株式会社 岩見沢市
業務委託 636 日管建設株式会社 岩見沢市
業務委託 636 日管建設株式会社 岩見沢市

物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 646 東洋計器　株式会社 松本市 札幌市 東洋計器　株式会社　札幌支店
業務委託 647 株式会社エコニクス 札幌市
業務委託 647 株式会社エコニクス 札幌市
業務委託 647 株式会社エコニクス 札幌市
業務委託 650 株式会社　公清企業 札幌市
業務委託 650 株式会社　公清企業 札幌市
業務委託 650 株式会社　公清企業 札幌市
業務委託 650 株式会社　公清企業 札幌市
業務委託 650 株式会社　公清企業 札幌市

物品購入等 654 有限会社　山本 夕張郡長沼町
物品購入等 654 有限会社　山本 夕張郡長沼町
物品購入等 654 有限会社　山本 夕張郡長沼町
物品購入等 654 有限会社　山本 夕張郡長沼町
物品購入等 656 サンポットエンジニアリング株式会社 札幌市
物品購入等 656 サンポットエンジニアリング株式会社 札幌市
業務委託 656 サンポットエンジニアリング株式会社 札幌市

物品購入等 659 森川株式会社 四国中央市 石狩市新港 森川株式会社　北海道支店
物品購入等 659 森川株式会社 四国中央市 石狩市新港 森川株式会社　北海道支店
物品購入等 665 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市
物品購入等 665 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市
物品購入等 665 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市
物品購入等 665 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市
業務委託 665 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市
業務委託 665 株式会社　北海道日立システムズ 札幌市
業務委託 667 株式会社　北日本技術コンサル 札幌市
業務委託 667 株式会社　北日本技術コンサル 札幌市
業務委託 667 株式会社　北日本技術コンサル 札幌市

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 672 北海道オリオン　株式会社 札幌市
物品購入等 672 北海道オリオン　株式会社 札幌市
物品購入等 672 北海道オリオン　株式会社 札幌市
物品購入等 672 北海道オリオン　株式会社 札幌市
物品購入等 674 都ユニリース株式会社 倉敷市 札幌市 都ユニリース株式会社　札幌支店
物品購入等 674 都ユニリース株式会社 倉敷市 札幌市 都ユニリース株式会社　札幌支店
物品購入等 674 都ユニリース株式会社 倉敷市 札幌市 都ユニリース株式会社　札幌支店
業務委託 674 都ユニリース株式会社 倉敷市 札幌市 都ユニリース株式会社　札幌支店
業務委託 678 株式会社大正オーディット 東京都 札幌市 株式会社大正オーディット札幌支店
業務委託 680 株式会社　北海道銀行 札幌市



物品購入等 681 北海道管材株式会社 札幌市
業務委託 682 地銀ネットワークサービス株式会社 東京都
業務委託 683 株式会社　丸升増田本店 札幌市

物品購入等 684 株式会社テクノラボ 札幌市
物品購入等 684 株式会社テクノラボ 札幌市
業務委託 684 株式会社テクノラボ 札幌市

物品購入等 688 株式会社　モロオ 札幌市 岩見沢市 株式会社　モロオ　岩見沢営業所
物品購入等 688 株式会社　モロオ 札幌市 岩見沢市 株式会社　モロオ　岩見沢営業所
物品購入等 692 株式会社トヨタレンタリース新札幌 札幌市
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 697 シンコースポーツ北海道株式会社 札幌市
業務委託 697 シンコースポーツ北海道株式会社 札幌市

物品購入等 698 ネオラックス株式会社 北広島市
物品購入等 699 丸十岡山砂利株式会社 夕張郡栗山町
物品購入等 702 協和総合管理株式会社 小樽市 岩見沢市 協和総合管理株式会社　岩見沢営業所
物品購入等 702 協和総合管理株式会社 小樽市 岩見沢市 協和総合管理株式会社　岩見沢営業所
業務委託 702 協和総合管理株式会社 小樽市 岩見沢市 協和総合管理株式会社　岩見沢営業所
業務委託 702 協和総合管理株式会社 小樽市 岩見沢市 協和総合管理株式会社　岩見沢営業所
業務委託 702 協和総合管理株式会社 小樽市 岩見沢市 協和総合管理株式会社　岩見沢営業所
業務委託 702 協和総合管理株式会社 小樽市 岩見沢市 協和総合管理株式会社　岩見沢営業所

物品購入等 703 公益財団法人北海道学校給食会 札幌市
業務委託 706 株式会社　スイテック 夕張郡栗山町
業務委託 707 株式会社　北海道気象技術センター 札幌市
業務委託 713 株式会社　エステック 空知郡南幌町

物品購入等 716 東京センチュリー株式会社 東京都
物品購入等 717 北海道日興通信株式会社 札幌市
物品購入等 717 北海道日興通信株式会社 札幌市
業務委託 717 北海道日興通信株式会社 札幌市

物品購入等 718 医療法人　渓仁会 札幌市 札幌市 医療法人　渓仁会　渓仁会円山クリニック
業務委託 719 藤田印刷株式会社 釧路市 札幌市 藤田印刷株式会社　札幌支社

物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 722 パイプ技研工業　株式会社 札幌市
業務委託 722 パイプ技研工業　株式会社 札幌市
業務委託 722 パイプ技研工業　株式会社 札幌市
業務委託 725 株式会社　森のエネルギー研究所 東京都

物品購入等 727 株式会社　ムトウ 札幌市 岩見沢市 株式会社　ムトウ　岩見沢支店
物品購入等 727 株式会社　ムトウ 札幌市 岩見沢市 株式会社　ムトウ　岩見沢支店
物品購入等 729 日本光電工業株式会社 東京都 札幌市 日本光電工業株式会社　北海道支店
物品購入等 729 日本光電工業株式会社 東京都 札幌市 日本光電工業株式会社　北海道支店
業務委託 729 日本光電工業株式会社 東京都 札幌市 日本光電工業株式会社　北海道支店
業務委託 734 有限会社サンポウ物流 苫小牧市

物品購入等 735 NTT・TCリース株式会社 東京都 札幌市 NTT・TCリース株式会社北海道支社
物品購入等 736 株式会社大和商会 岩見沢市
物品購入等 736 株式会社大和商会 岩見沢市
物品購入等 736 株式会社大和商会 岩見沢市
物品購入等 736 株式会社大和商会 岩見沢市
物品購入等 736 株式会社大和商会 岩見沢市
物品購入等 736 株式会社大和商会 岩見沢市
物品購入等 737 蛇の目ミシン工業株式会社 東京都 札幌市 蛇の目ミシン工業株式会社　札幌支店
物品購入等 738 株式会社テクノス北海道 旭川市
物品購入等 738 株式会社テクノス北海道 旭川市
業務委託 738 株式会社テクノス北海道 旭川市
業務委託 738 株式会社テクノス北海道 旭川市
業務委託 738 株式会社テクノス北海道 旭川市

物品購入等 739 北海航測株式会社 札幌市
業務委託 739 北海航測株式会社 札幌市
業務委託 741 株式会社　共栄産業 江別市

物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
物品購入等 742 株式会社　日浦金物 岩見沢市
業務委託 743 日本栄養食品株式会社 札幌市

物品購入等 744 富士ゼロックス北海道株式会社 札幌市
物品購入等 744 富士ゼロックス北海道株式会社 札幌市
物品購入等 746 株式会社道央カラーデザイン 夕張郡長沼町
物品購入等 750 株式会社　シーエス商会 札幌市
物品購入等 750 株式会社　シーエス商会 札幌市
業務委託 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
業務委託 754 協業組合エクセル三和 北広島市
業務委託 754 協業組合エクセル三和 北広島市
業務委託 754 協業組合エクセル三和 北広島市

物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 760 潮物産株式会社 札幌市 札幌市 潮物産株式会社　札幌支店
物品購入等 760 潮物産株式会社 札幌市 札幌市 潮物産株式会社　札幌支店
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
物品購入等 761 DCM株式会社 東京都
業務委託 762 北陽警備保障株式会社 札幌市

物品購入等 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
物品購入等 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



物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 765 株式会社美唄未来開発センター 美唄市
物品購入等 765 株式会社美唄未来開発センター 美唄市
業務委託 765 株式会社美唄未来開発センター 美唄市
業務委託 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

物品購入等 768 カンエイ実業株式会社 札幌市
業務委託 772 北電総合設計株式会社 札幌市
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
物品購入等 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
物品購入等 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
物品購入等 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
物品購入等 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
物品購入等 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
物品購入等 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
業務委託 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
業務委託 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店
業務委託 777 ワタキューセイモア株式会社 綴喜郡井手町 小樽市 ワタキューセイモア株式会社北海道支店

物品購入等 780 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 東京都
業務委託 781 株式会社北海道放射線管理センター 札幌市
業務委託 782 エヌ・エス・エンジニアリング株式会社 札幌市
業務委託 782 エヌ・エス・エンジニアリング株式会社 札幌市

物品購入等 784 ＰＦＵ北海道株式会社 札幌市
物品購入等 784 ＰＦＵ北海道株式会社 札幌市
業務委託 784 ＰＦＵ北海道株式会社 札幌市

物品購入等 786 帝商株式会社 東京都 札幌市 帝商株式会社北海道営業所
物品購入等 786 帝商株式会社 東京都 札幌市 帝商株式会社北海道営業所
物品購入等 786 帝商株式会社 東京都 札幌市 帝商株式会社北海道営業所
物品購入等 786 帝商株式会社 東京都 札幌市 帝商株式会社北海道営業所
物品購入等 786 帝商株式会社 東京都 札幌市 帝商株式会社北海道営業所
物品購入等 787 株式会社つうけんアドバンスシステムズ 札幌市
物品購入等 787 株式会社つうけんアドバンスシステムズ 札幌市
業務委託 787 株式会社つうけんアドバンスシステムズ 札幌市

物品購入等 788 フジキコー株式会社 東京都
物品購入等 788 フジキコー株式会社 東京都
業務委託 788 フジキコー株式会社 東京都

物品購入等 789 コニカミノルタジャパン株式会社 東京都 札幌市 コニカミノルタジャパン株式会社　ヘルスケアカンパニー札幌営業所
物品購入等 789 コニカミノルタジャパン株式会社 東京都 札幌市 コニカミノルタジャパン株式会社　ヘルスケアカンパニー札幌営業所
物品購入等 791 都築テクノサービス株式会社 東京都 札幌市 都築テクノサービス株式会社　北海道支店
物品購入等 791 都築テクノサービス株式会社 東京都 札幌市 都築テクノサービス株式会社　北海道支店
物品購入等 791 都築テクノサービス株式会社 東京都 札幌市 都築テクノサービス株式会社　北海道支店
業務委託 791 都築テクノサービス株式会社 東京都 札幌市 都築テクノサービス株式会社　北海道支店
業務委託 791 都築テクノサービス株式会社 東京都 札幌市 都築テクノサービス株式会社　北海道支店

物品購入等 792 リーダース産業株式会社 旭川市 札幌市 リーダース産業株式会社　札幌営業所
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 799 株式会社　富士通Japan株式会社 東京都 札幌市 株式会社　富士通Japan株式会社　北海道支社
物品購入等 799 株式会社　富士通Japan株式会社 東京都 札幌市 株式会社　富士通Japan株式会社　北海道支社
業務委託 799 株式会社　富士通Japan株式会社 東京都 札幌市 株式会社　富士通Japan株式会社　北海道支社

物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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
業務委託 803 札幌臨床検査センター株式会社 札幌市 岩見沢市 札幌臨床検査センター株式会社岩見沢営業所
業務委託 803 札幌臨床検査センター株式会社 札幌市 岩見沢市 札幌臨床検査センター株式会社岩見沢営業所

物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 807 有限会社　きたの 美唄市
物品購入等 808 開発工建株式会社 岩見沢市
物品購入等 808 開発工建株式会社 岩見沢市
物品購入等 810 株式会社　データ管理 帯広市
業務委託 810 株式会社　データ管理 帯広市

物品購入等 811 株式会社　データベース 札幌市
物品購入等 811 株式会社　データベース 札幌市
物品購入等 811 株式会社　データベース 札幌市
業務委託 811 株式会社　データベース 札幌市
業務委託 811 株式会社　データベース 札幌市
業務委託 811 株式会社　データベース 札幌市
業務委託 811 株式会社　データベース 札幌市

物品購入等 812 株式会社　コーノ 函館市
物品購入等 812 株式会社　コーノ 函館市
業務委託 812 株式会社　コーノ 函館市

物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 814 DCMニコット株式会社 札幌市
物品購入等 816 株式会社丸長かわにし 岩見沢市
物品購入等 816 株式会社丸長かわにし 岩見沢市
物品購入等 816 株式会社丸長かわにし 岩見沢市
物品購入等 816 株式会社丸長かわにし 岩見沢市



業務委託 817 株式会社　昭和プラント 札幌市
物品購入等 819 空調機器管理　株式会社 札幌市
物品購入等 819 空調機器管理　株式会社 札幌市
業務委託 819 空調機器管理　株式会社 札幌市

物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 824 理想科学工業株式会社 東京都 札幌市 理想科学工業株式会社　札幌営業所
物品購入等 824 理想科学工業株式会社 東京都 札幌市 理想科学工業株式会社　札幌営業所
物品購入等 827 株式会社　ＮＩＣＨＩＪＯ 札幌市
物品購入等 827 株式会社　ＮＩＣＨＩＪＯ 札幌市
業務委託 829 バイオマスリサーチ株式会社 帯広市

物品購入等 830 株式会社ニットメンテナンス 札幌市
物品購入等 830 株式会社ニットメンテナンス 札幌市
物品購入等 830 株式会社ニットメンテナンス 札幌市
業務委託 830 株式会社ニットメンテナンス 札幌市

物品購入等 834 株式会社　防災コンサルタント 札幌市
業務委託 834 株式会社　防災コンサルタント 札幌市

物品購入等 835 株式会社　フジマック 東京都 札幌市 株式会社　フジマック札幌営業所
電力供給 836 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 東京都

物品購入等 838 ノーザリーメディカル株式会社 札幌市
物品購入等 839 野上技研工業株式会社 札幌市
物品購入等 839 野上技研工業株式会社 札幌市
業務委託 839 野上技研工業株式会社 札幌市
業務委託 840 株式会社サーベイリサーチセンター 東京都 札幌市 株式会社サーベイリサーチセンター北海道事務所

物品購入等 842 株式会社　小山商会 仙台市 札幌市 株式会社　小山商会　札幌営業所
物品購入等 842 株式会社　小山商会 仙台市 札幌市 株式会社　小山商会　札幌営業所
業務委託 842 株式会社　小山商会 仙台市 札幌市 株式会社　小山商会　札幌営業所

物品購入等 844 株式会社　札幌標板製作所 札幌市
物品購入等 844 株式会社　札幌標板製作所 札幌市
物品購入等 844 株式会社　札幌標板製作所 札幌市
物品購入等 845 株式会社　須田製版 札幌市
物品購入等 845 株式会社　須田製版 札幌市
業務委託 845 株式会社　須田製版 札幌市
業務委託 845 株式会社　須田製版 札幌市

物品購入等 846 株式会社　日本経営情報システム 札幌市
業務委託 846 株式会社　日本経営情報システム 札幌市

物品購入等 848 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公共営業部
物品購入等 848 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公共営業部
物品購入等 848 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公共営業部
物品購入等 848 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公共営業部
物品購入等 848 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公共営業部
業務委託 848 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公共営業部

物品購入等 851 北海道リース株式会社 札幌市 岩見沢市 北海道リース株式会社　空知支店
物品購入等 852 東和Ｅ＆Ｃ株式会社 札幌市
物品購入等 852 東和Ｅ＆Ｃ株式会社 札幌市
業務委託 852 東和Ｅ＆Ｃ株式会社 札幌市
業務委託 853 東和コンサルタント株式会社 札幌市

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 857 第一法規株式会社 東京都
物品購入等 857 第一法規株式会社 東京都
業務委託 857 第一法規株式会社 東京都
業務委託 857 第一法規株式会社 東京都
業務委託 858 日精オーバル株式会社 東京都 札幌市 日精オーバル株式会社　札幌営業所
業務委託 859 札幌施設管理株式会社 札幌市
業務委託 859 札幌施設管理株式会社 札幌市

物品購入等 860 エスティイー株式会社 八戸市 千歳市 エスティイー株式会社　千歳支店
物品購入等 860 エスティイー株式会社 八戸市 千歳市 エスティイー株式会社　千歳支店
物品購入等 860 エスティイー株式会社 八戸市 千歳市 エスティイー株式会社　千歳支店
物品購入等 860 エスティイー株式会社 八戸市 千歳市 エスティイー株式会社　千歳支店
物品購入等 860 エスティイー株式会社 八戸市 千歳市 エスティイー株式会社　千歳支店
物品購入等 860 エスティイー株式会社 八戸市 千歳市 エスティイー株式会社　千歳支店
物品購入等 863 ホシザキ北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 ホシザキ北海道株式会社　岩見沢営業所
物品購入等 863 ホシザキ北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 ホシザキ北海道株式会社　岩見沢営業所
業務委託 863 ホシザキ北海道株式会社 札幌市 岩見沢市 ホシザキ北海道株式会社　岩見沢営業所

物品購入等 864 東光電機工業株式会社 岩見沢市
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
業務委託 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
業務委託 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

物品購入等 866 フルテック株式会社 札幌市 札幌市 フルテック株式会社　札幌支店
業務委託 866 フルテック株式会社 札幌市 札幌市 フルテック株式会社　札幌支店

物品購入等 867 東テク北海道株式会社 札幌市
物品購入等 867 東テク北海道株式会社 札幌市
物品購入等 867 東テク北海道株式会社 札幌市
業務委託 867 東テク北海道株式会社 札幌市

物品購入等 870 株式会社　ギフトハウス 江別市
物品購入等 870 株式会社　ギフトハウス 江別市
物品購入等 871 中道リース株式会社 札幌市
物品購入等 874 株式会社ストーク 札幌市
業務委託 874 株式会社ストーク 札幌市
業務委託 874 株式会社ストーク 札幌市

物品購入等 875 ファームエイジ株式会社 石狩郡当別町
物品購入等 875 ファームエイジ株式会社 石狩郡当別町
業務委託 876 日本通運株式会社 東京都 札幌市 日本通運株式会社札幌支店
業務委託 876 日本通運株式会社 東京都 札幌市 日本通運株式会社札幌支店

物品購入等 877 バンコーチワークス株式会社 札幌市
物品購入等 877 バンコーチワークス株式会社 札幌市
業務委託 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市
業務委託 880 東洋ロードメンテナンス株式会社 札幌市

物品購入等 882 株式会社　竹山 札幌市 岩見沢市 株式会社　竹山　岩見沢支店
物品購入等 882 株式会社　竹山 札幌市 岩見沢市 株式会社　竹山　岩見沢支店
物品購入等 882 株式会社　竹山 札幌市 岩見沢市 株式会社　竹山　岩見沢支店
物品購入等 883 株式会社ＧＩＣ　Ｊａｐａｎ 札幌市



物品購入等 883 株式会社ＧＩＣ　Ｊａｐａｎ 札幌市
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 887 株式会社　梅川医科器械店 札幌市
業務委託 890 株式会社　北海道理水 江別市
業務委託 890 株式会社　北海道理水 江別市

物品購入等 892 アトラス情報サービス株式会社 大阪市 札幌市 アトラス情報サービス株式会社　北海道事業所
業務委託 892 アトラス情報サービス株式会社 大阪市 札幌市 アトラス情報サービス株式会社　北海道事業所
業務委託 892 アトラス情報サービス株式会社 大阪市 札幌市 アトラス情報サービス株式会社　北海道事業所

物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
物品購入等 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
業務委託 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町
業務委託 894 株式会社　Sapporocca 空知郡南幌町

物品購入等 895 株式会社ニチイ学館 東京都
物品購入等 895 株式会社ニチイ学館 東京都
業務委託 895 株式会社ニチイ学館 東京都
業務委託 895 株式会社ニチイ学館 東京都
業務委託 896 株式会社アートピア 札幌市
業務委託 896 株式会社アートピア 札幌市

物品購入等 897 株式会社　日本水泳振興会 東京都 札幌市 株式会社　日本水泳振興会　札幌支店
業務委託 897 株式会社　日本水泳振興会 東京都 札幌市 株式会社　日本水泳振興会　札幌支店
業務委託 899 三和浄化株式会社 帯広市 札幌市 三和浄化株式会社　札幌支店
業務委託 899 三和浄化株式会社 帯広市 札幌市 三和浄化株式会社　札幌支店
業務委託 899 三和浄化株式会社 帯広市 札幌市 三和浄化株式会社　札幌支店

物品購入等 900 株式会社タクマテクノス北海道 札幌市
物品購入等 900 株式会社タクマテクノス北海道 札幌市
業務委託 900 株式会社タクマテクノス北海道 札幌市

物品購入等 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
業務委託 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

物品購入等 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
物品購入等 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
物品購入等 907 株式会社キョウエイアドインターナショナル 東京都 札幌市 株式会社キョウエイアドインターナショナル　札幌支社
業務委託 907 株式会社キョウエイアドインターナショナル 東京都 札幌市 株式会社キョウエイアドインターナショナル　札幌支社
業務委託 908 株式会社　富士食品 札幌市

物品購入等 909 札幌トヨペット株式会社 札幌市 江別市 札幌トヨペット株式会社　江別店
業務委託 910 環境サービス株式会社 砂川市

物品購入等 911 キャノンシステムアンドサポート株式会社 東京都 札幌市 キャノンシステムアンドサポート株式会社　北海道営業本部
物品購入等 911 キャノンシステムアンドサポート株式会社 東京都 札幌市 キャノンシステムアンドサポート株式会社　北海道営業本部
物品購入等 911 キャノンシステムアンドサポート株式会社 東京都 札幌市 キャノンシステムアンドサポート株式会社　北海道営業本部
物品購入等 911 キャノンシステムアンドサポート株式会社 東京都 札幌市 キャノンシステムアンドサポート株式会社　北海道営業本部
物品購入等 911 キャノンシステムアンドサポート株式会社 東京都 札幌市 キャノンシステムアンドサポート株式会社　北海道営業本部
物品購入等 912 北海道いすゞ自動車株式会社 札幌市 恵庭市 北海道いすゞ自動車株式会社　恵庭支店
物品購入等 914 株式会社　吉岡経営センター 札幌市
物品購入等 914 株式会社　吉岡経営センター 札幌市
業務委託 914 株式会社　吉岡経営センター 札幌市
業務委託 914 株式会社　吉岡経営センター 札幌市

物品購入等 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
業務委託 916 有限会社　豊栄 江別市

物品購入等 917 株式会社　明電エンジニアリング 東京都 札幌市 株式会社　明電エンジニアリング　北海道支店
業務委託 917 株式会社　明電エンジニアリング 東京都 札幌市 株式会社　明電エンジニアリング　北海道支店
業務委託 917 株式会社　明電エンジニアリング 東京都 札幌市 株式会社　明電エンジニアリング　北海道支店
業務委託 918 公益財団法人　北海道結核予防会 札幌市
業務委託 920 kioku株式会社 江別市

物品購入等 922 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都
業務委託 922 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都
業務委託 922 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都
業務委託 922 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都

物品購入等 925 有限会社　白光堂楽器店 夕張郡栗山町
業務委託 925 有限会社　白光堂楽器店 夕張郡栗山町

物品購入等 926 オシキリ食品株式会社 江別市
物品購入等 928 株式会社　井関楽器 釧路市 札幌市 株式会社　井関楽器　札幌支店
業務委託 928 株式会社　井関楽器 釧路市 札幌市 株式会社　井関楽器　札幌支店
業務委託 929 株式会社　農協観光 東京都 岩見沢市 株式会社　農協観光　北海道統括支店

物品購入等 930 高松石油店 空知郡南幌町
物品購入等 931 有限会社　山ヤ松田商店 空知郡南幌町
業務委託 932 東武トップツアーズ株式会社 東京都 札幌市 東武トップツアーズ株式会社　札幌支店

物品購入等 933 有限会社　南幌自動車整備工場 空知郡南幌町
物品購入等 933 有限会社　南幌自動車整備工場 空知郡南幌町
物品購入等 933 有限会社　南幌自動車整備工場 空知郡南幌町
業務委託 933 有限会社　南幌自動車整備工場 空知郡南幌町

物品購入等 935 一級建築士事務所　株式会社　ビックウォーク 札幌市
業務委託 936 株式会社　スリービー 空知郡南幌町

物品購入等 937 株式会社トライグループ 大阪市
業務委託 937 株式会社トライグループ 大阪市

物品購入等 939 西山製麺　株式会社 札幌市 札幌市 西山製麺　株式会社
物品購入等 940 株式会社　北海道教育楽器 岩見沢市
物品購入等 940 株式会社　北海道教育楽器 岩見沢市
業務委託 940 株式会社　北海道教育楽器 岩見沢市

物品購入等 941 田辺商事　株式会社 神奈川県 札幌市 田辺商事　株式会社　札幌支店
物品購入等 941 田辺商事　株式会社 神奈川県 札幌市 田辺商事　株式会社　札幌支店
物品購入等 941 田辺商事　株式会社 神奈川県 札幌市 田辺商事　株式会社　札幌支店
物品購入等 942 株式会社　さとう自動車整備工場 空知郡南幌町
物品購入等 943 有限会社　藤貴 札幌市
物品購入等 943 有限会社　藤貴 札幌市
物品購入等 943 有限会社　藤貴 札幌市
物品購入等 943 有限会社　藤貴 札幌市
物品購入等 943 有限会社　藤貴 札幌市
物品購入等 944 株式会社　第一コンクリート工業所 夕張郡栗山町
物品購入等 945 株式会社　マツダ商店 空知郡南幌町
物品購入等 945 株式会社　マツダ商店 空知郡南幌町



物品購入等 945 株式会社　マツダ商店 空知郡南幌町
物品購入等 946 札幌トヨタ自動車　株式会社 札幌市 江別市 札幌トヨタ自動車株式会社　江別店
物品購入等 947 山東印刷　株式会社 夕張郡栗山町
物品購入等 948 株式会社　前田鉄工所 長野県 札幌市 株式会社　前田鉄工所　札幌営業所
業務委託 948 株式会社　前田鉄工所 長野県 札幌市 株式会社　前田鉄工所　札幌営業所
業務委託 949 株式会社　長瀬不動産鑑定事務所 札幌市

物品購入等 950 有限会社　ピュアカクサダ 千歳市
業務委託 952 株式会社　JTB 東京都 札幌市 株式会社　JTB　北海道事業部

物品購入等 952 株式会社　JTB 東京都 札幌市 株式会社　JTB　北海道事業部
業務委託 954 株式会社　東急エージェンシー 東京都 札幌市 株式会社　東急エージェンシー　北海道支社

物品購入等 955 合同会社　tomo 空知郡南幌町
物品購入等 955 合同会社　tomo 空知郡南幌町
物品購入等 955 合同会社　tomo 空知郡南幌町
業務委託 956 夕張鉄道　株式会社 夕張市 夕張市 夕鉄旅行センター本社営業所

物品購入等 957 伊藤忠エネクスホームライフ北海道　株式会社 札幌市 札幌市 伊藤忠エネクスホームライフ北海道　株式会社　札幌東支店
物品購入等 957 伊藤忠エネクスホームライフ北海道　株式会社 札幌市 札幌市 伊藤忠エネクスホームライフ北海道　株式会社　札幌東支店
電力供給 957 伊藤忠エネクスホームライフ北海道　株式会社 札幌市 札幌市 伊藤忠エネクスホームライフ北海道　株式会社　札幌東支店
業務委託 958 有限会社　グロー企画 空知郡南幌町

物品購入等 959 日本ニューホランド　株式会社 札幌市 恵庭市 日本ニューホランド　株式会社　札幌営業所
物品購入等 959 日本ニューホラン　ド株式会社 札幌市 恵庭市 日本ニューホランド　株式会社　札幌営業所
電力供給 960 北海道電力　株式会社 札幌市 札幌市 北海道電力　株式会社　道央支社

物品購入等 961 株式会社　マック 札幌市
物品購入等 961 株式会社　マック 札幌市
業務委託 962 株式会社　パシフィックメディカル 高知県
業務委託 963 北療システム　株式会社 札幌市

物品購入等 964 株式会社　プリズム・メディカル 札幌市
物品購入等 964 株式会社　プリズム・メディカル 札幌市
物品購入等 964 株式会社　プリズム・メディカル 札幌市
業務委託 964 株式会社　プリズム・メディカル 札幌市

物品購入等 966 有限会社　日本一安い罠の店 大分県
業務委託 967 株式会社　長田商事 三笠市

物品購入等 969 日本通信紙　株式会社 東京都 札幌市 日本通信紙　株式会社　札幌支店
物品購入等 971 株式会社　共成レンテム 帯広市 夕張郡栗山町 株式会社　共成レンテム　栗山営業所
物品購入等 971 株式会社　共成レンテム 帯広市 夕張郡栗山町 株式会社　共成レンテム　栗山営業所
物品購入等 971 株式会社　共成レンテム 帯広市 夕張郡栗山町 株式会社　共成レンテム　栗山営業所
物品購入等 971 株式会社　共成レンテム 帯広市 夕張郡栗山町 株式会社　共成レンテム　栗山営業所
物品購入等 971 株式会社　共成レンテム 帯広市 夕張郡栗山町 株式会社　共成レンテム　栗山営業所
物品購入等 971 株式会社　共成レンテム 帯広市 夕張郡栗山町 株式会社　共成レンテム　栗山営業所
業務委託 972 大新東　株式会社 東京都 札幌市 大新東　株式会社　北海道支店

物品購入等 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 札幌市 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所
物品購入等 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 札幌市 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所
業務委託 973 株式会社　日本管財環境サービス 兵庫県 札幌市 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所

物品購入等 974 株式会社　プロジェクトジャック 札幌市
物品購入等 974 株式会社　プロジェクトジャック 札幌市
物品購入等 974 株式会社　プロジェクトジャック 札幌市
物品購入等 974 株式会社　プロジェクトジャック 札幌市
物品購入等 974 株式会社　プロジェクトジャック 札幌市
物品購入等 975 株式会社　カーテンクリーン・ジャパン 札幌市
物品購入等 975 株式会社　カーテンクリーン・ジャパン 札幌市
物品購入等 975 株式会社　カーテンクリーン・ジャパン 札幌市
物品購入等 975 株式会社　カーテンクリーン・ジャパン 札幌市
業務委託 976 日本自動ドア　株式会社 東京都 夕張郡由仁町 日本自動ドア　株式会社　札幌営業所
業務委託 977 株式会社　ドクターネット 東京都
業務委託 978 株式会社　グローカルデザイン 札幌市
業務委託 981 イオンディラト株式会社 大阪市 札幌市 イオンディライト株式会社北海道支社
業務委託 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
業務委託 983 株式会社オカモト 帯広市 帯広市 帯広総合体育館
業務委託 986 マチセイサク株式会社 札幌市
業務委託 990 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
業務委託 991 株式会社サン研ライフサービス 岩見沢市
業務委託 991 株式会社サン研ライフサービス 岩見沢市
業務委託 992 三城美装株式会社 札幌市
業務委託 992 三城美装株式会社 札幌市
業務委託 992 三城美装株式会社 札幌市
業務委託 992 三城美装株式会社 札幌市
業務委託 992 三城美装株式会社 札幌市
業務委託 993 アルファコート株式会社 札幌市
業務委託 994 武部建設株域会社 岩見沢市
業務委託 995 株式会社GB産業化設計 札幌市
業務委託 995 株式会社GB産業化設計 札幌市
業務委託 996 株式会社ヒューマンウェイ 札幌市 札幌市 学校法人　札幌大蔵学園本部
業務委託 997 株式会社ノヴェロ 札幌市
業務委託 997 株式会社ノヴェロ 札幌市
業務委託 997 株式会社ノヴェロ 札幌市
業務委託 999 株式会社STUDIOザンビ 帯広市
業務委託 999 株式会社STUDIOザンビ 帯広市
業務委託 1000 株式会社サイネックス 大阪市
業務委託 1000 株式会社サイネックス 大阪市
業務委託 1000 株式会社サイネックス 大阪市
業務委託 1000 株式会社サイネックス 大阪市

物品購入等 1001 株式会社ゼンリン 北九州市 札幌市 札幌営業所
委託業務 1001 株式会社ゼンリン 北九州市 札幌市 札幌営業所

物品購入等 1002 有限会社道北トロフィー商会 旭川市 札幌市 有限会社道北トロフィー商会　札幌店
物品購入等 1002 有限会社道北トロフィー商会 旭川市 札幌市 有限会社道北トロフィー商会　札幌店
物品購入等 1002 有限会社道北トロフィー商会 旭川市 札幌市 有限会社道北トロフィー商会　札幌店
物品購入等 1002 有限会社道北トロフィー商会 旭川市 札幌市 有限会社道北トロフィー商会　札幌店
物品購入等 1002 有限会社道北トロフィー商会 旭川市 札幌市 有限会社道北トロフィー商会　札幌店
物品購入等 1003 ネッツトヨタ道都株式会社 札幌市 江別市 ネッツトヨタ道都株式会社　江別店
物品購入等 1003 ネッツトヨタ道都株式会社 札幌市 江別市 ネッツトヨタ道都株式会社　江別店
物品購入等 1003 ネッツトヨタ道都株式会社 札幌市 江別市 ネッツトヨタ道都株式会社　江別店
物品購入等 1003 ネッツトヨタ道都株式会社 札幌市 江別市 ネッツトヨタ道都株式会社　江別店
物品購入等 1005 有限会社ダスキン岩見沢 岩見沢市
物品購入等 1006 日立建機日本株式会社 埼玉県 北広島市 日立建機日本株式会社　北海道支社道央支店札幌南営業所
物品購入等 1006 日立建機日本株式会社 埼玉県 北広島市 日立建機日本株式会社　北海道支社道央支店札幌南営業所
物品購入等 1006 日立建機日本株式会社 埼玉県 北広島市 日立建機日本株式会社　北海道支社道央支店札幌南営業所
物品購入等 1007 千歳印刷株式会社 千歳市
物品購入等 1007 千歳印刷株式会社 千歳市
物品購入等 1007 千歳印刷株式会社 千歳市
物品購入等 1007 千歳印刷株式会社 千歳市
委託業務 1007 千歳印刷株式会社 千歳市

物品購入等 1008 株式会社アイミック 札幌市



物品購入等 1008 株式会社アイミック 札幌市
物品購入等 1008 株式会社アイミック 札幌市
物品購入等 1008 株式会社アイミック 札幌市
委託業務 1008 株式会社アイミック 札幌市

物品購入等 1008 株式会社アイミック 札幌市
物品購入等 1008 株式会社アイミック 札幌市
委託業務 1008 株式会社アイミック 札幌市

物品購入等 1008 株式会社アイミック 札幌市
委託業務 1008 株式会社アイミック 札幌市
委託業務 1008 株式会社アイミック 札幌市
委託業務 1011 株式会社朝日サービス 札幌市
委託業務 1011 株式会社朝日サービス 札幌市
委託業務 1011 株式会社朝日サービス 札幌市
委託業務 1012 ヤマト運輸株式会社 東京都 千歳市 ヤマト運輸株式会社千歳主管支店
電力供給 1013 ワタミエナジー株式会社 東京都

物品購入等 1014 日本ビズアップ株式会社 東京都
委託業務 1014 日本ビズアップ株式会社 東京都
委託業務 1014 日本ビズアップ株式会社 東京都
電力供給 1015 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 東京都
委託業務 1016 株式会社TAISHI 札幌市
委託業務 1016 株式会社TAISHI 札幌市
電力供給 1017 株式会社ＳＥウィングス 苫小牧市
委託業務 1019 安全センター株式会社 札幌市
委託業務 1020 北陽ビルサービス株式会社 札幌市
委託業務 1020 北陽ビルサービス株式会社 札幌市
委託業務 1020 北陽ビルサービス株式会社 札幌市
委託業務 1021 株式会社　管　研 札幌市
委託業務 1022 株式会社ジーエスエフ 東京都
委託業務 1023 株式会社グリーンハウス 東京都
委託業務 1025 一冨士フードサービス株式会社 大阪市 仙台市 一冨士フードサービス株式会社　北海道・東北支社

物品購入等 1026 日本会計コンサルティング株式会社 東京都
委託業務 1027 株式会社ナック 札幌市　

物品購入等 1028 北海道アオキ化学株式会社 札幌市
委託業務 1028 北海道アオキ化学株式会社 札幌市

物品購入等 1031 株式会社アルカディア 大阪府
物品購入等 1031 株式会社アルカディア 大阪府
物品購入等 1031 株式会社アルカディア 大阪府
物品購入等 1031 株式会社アルカディア 大阪府
委託業務 1031 株式会社アルカディア 大阪府

物品購入等 1032 株式会社ディーソル 東京都
物品購入等 1032 株式会社ディーソル 東京都
物品購入等 1032 株式会社ディーソル 東京都
委託業務 1032 株式会社ディーソル 東京都
委託業務 1033 アイコンサルタント株式会社 札幌市
委託業務 1033 アイコンサルタント株式会社 札幌市
委託業務 1034 株式会社キャンサースキャン 東京都

物品購入等 1035 札幌日産自動車株式会社 札幌市
物品購入等 1035 札幌日産自動車株式会社 札幌市
委託業務 1038 共立管財株式会社 神奈川県
委託業務 1038 共立管財株式会社 神奈川県 函館市 共立管財株式会社北海道支社
委託業務 1043 株式会社北日本広告社 札幌市
委託業務 1043 株式会社北日本広告社 札幌市

物品購入等 1044 株式会社上田コンクリート工業所 滝川市
物品購入等 1045 フクダ電子北海道販売株式会社 札幌市
物品購入等 1049 株式会社環境科学研究所 函館市
委託業務 1049 株式会社環境科学研究所 函館市

物品購入等 1053 アビックラボ株式会社 札幌市
委託業務 1053 アビックラボ株式会社 札幌市
委託業務 1054 ワイズ公共データシステム株式会社 長野県長野市 札幌市 ワイズ公共データシステム株式会社北海道営業所

物品購入等 1055 キャノンメディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市 札幌市 キャノンメディカルシステムズ株式会社札幌支店
物品購入等 1055 キャノンメディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市 札幌市 キャノンメディカルシステムズ株式会社札幌支店
委託業務 1055 キャノンメディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市 札幌市 キャノンメディカルシステムズ株式会社札幌支店
委託業務 1056 株式会社生和 札幌市
委託業務 1057 株式会社エム・エム・ピー 札幌市
委託業務 1058 富士産業株式会社 東京都

物品購入等 1059 エア・ウォーターライフサポート株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーターライフサポート株式会社岩見沢医療営業所
物品購入等 1059 エア・ウォーターライフサポート株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーターライフサポート株式会社岩見沢医療営業所
物品購入等 1059 エア・ウォーターライフサポート株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーターライフサポート株式会社岩見沢医療営業所
委託業務 1059 エア・ウォーターライフサポート株式会社 札幌市 岩見沢市 エア・ウォーターライフサポート株式会社岩見沢医療営業所
委託業務 1060 株式会社I-PRO 札幌市

物品購入等 1061 日本キャタピラー合同会社 東京都 札幌市 日本キャタピラー合同会社　札幌南営業所
物品購入等 1061 日本キャタピラー合同会社 東京都 札幌市 日本キャタピラー合同会社　札幌南営業所
物品購入等 1062 リエスパワーネクスト株式会社 東京都
電力供給 1063 株式会社　ＫＯＯ 小樽市

物品購入等 1063 株式会社　ＫＯＯ 小樽市
委託業務 1064 三谷コンピューター株式会社 福井県

物品購入等 1064 三谷コンピューター株式会社 福井県
物品購入等 1064 三谷コンピューター株式会社 福井県
委託業務 1064 三谷コンピューター株式会社 福井県
委託業務 1066 株式会社　　レーザープロダクトコンサルタンツジャパン 札幌市

物品購入等 1066 株式会社　　レーザープロダクトコンサルタンツジャパン 札幌市
物品購入等 1066 株式会社　　レーザープロダクトコンサルタンツジャパン 札幌市
物品購入等 1066 株式会社　　レーザープロダクトコンサルタンツジャパン 札幌市
委託業務 1067 北海道　コカ・コーラプロダクツ株式会社 札幌市

物品購入等 1067 北海道　コカ・コーラプロダクツ株式会社 札幌市
物品購入等 1067 北海道　コカ・コーラプロダクツ株式会社 札幌市
物品購入等 1068 凸版印刷株式会社 東京都 札幌市 凸版印刷株式会社　東日本事業本部　北海道事業部
物品購入等 1068 凸版印刷株式会社 東京都 札幌市 凸版印刷株式会社　東日本事業本部　北海道事業部
物品購入等 1068 凸版印刷株式会社 東京都 札幌市 凸版印刷株式会社　東日本事業本部　北海道事業部
委託業務 1068 凸版印刷株式会社 東京都 札幌市 凸版印刷株式会社　東日本事業本部　北海道事業部
委託業務 1068 凸版印刷株式会社 東京都 札幌市 凸版印刷株式会社　東日本事業本部　北海道事業部

物品購入等 1069 日興通信株式会社 東京都 世田谷区 日興通信株式会社　北海道支社
物品購入等 1069 日興通信株式会社 東京都 世田谷区 日興通信株式会社　北海道支社
委託業務 1069 日興通信株式会社 東京都 世田谷区 日興通信株式会社　北海道支社

物品購入等 1070 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県 仙台市
物品購入等 1070 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県 仙台市
物品購入等 1070 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県 仙台市
物品購入等 1070 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県 仙台市
委託業務 1071 株式会社イースト・デイリー 札幌市
委託業務 1072 エイジス北海道株式会社 札幌市
委託業務 1072 エイジス北海道株式会社 札幌市
委託業務 1073 株式会社大伸 札幌市



委託業務 1073 株式会社大伸 札幌市
物品購入等 1074 北海道ホームケア株式会社 札幌市
物品購入等 1075 株式会社あかりみらい 札幌市
物品購入等 1076 株式会社あんしんサポート 福岡県
物品購入等 1076 株式会社あんしんサポート 福岡県
物品購入等 1076 株式会社あんしんサポート 福岡県
物品購入等 1076 株式会社あんしんサポート 福岡県
物品購入等 1078 株式会社日栄舎 札幌市
委託業務 1078 株式会社日栄舎 札幌市

物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1079 つうけんビジネス株式会社 札幌市
物品購入等 1080 ネッツトヨタ札幌株式会社 札幌市 北広島市 ネッツトヨタ札幌株式会社　プラザきたひろ
物品購入等 1080 ネッツトヨタ札幌株式会社 札幌市 北広島市 ネッツトヨタ札幌株式会社　プラザきたひろ
委託業務 1081 母子モ株式会社 東京都

物品購入等 1082 株式会社リサイクルグリーン北海道 江別市
物品購入等 1083 株式会社エイチ・ビーシーフレックス 札幌市
委託業務 1083 株式会社エイチ・ビーシーフレックス 札幌市
委託業務 1083 株式会社エイチ・ビーシーフレックス 札幌市
委託業務 1084 株式会社ipnet 札幌市

物品購入等 1085 トヨタカローラ札幌株式会社 札幌市 北広島市 トヨタカローラ札幌株式会社北広島支店
物品購入等 1086 株式会社ニック 福岡県 東京都 株式会社ニック東京支店
物品購入等 1087 東洋薬品株式会社 帯広市 札幌市 東洋薬品株式会社札幌営業所
物品購入等 1088 株式会社北海道第一興商 札幌市
物品購入等 1088 株式会社北海道第一興商 札幌市
物品購入等 1088 株式会社北海道第一興商 札幌市
物品購入等 1088 株式会社北海道第一興商 札幌市
委託業務 1088 株式会社北海道第一興商 札幌市

物品購入等 1089 株式会社つうけん 札幌市
委託業務 1089 株式会社つうけん 札幌市

物品購入等 1090 株式会社乃村工藝社 東京都
委託業務 1090 株式会社乃村工藝社 東京都
委託業務 1091 株式会社クレスト鑑定 札幌市

物品購入等 1093 株式会社ルネックスプロテクト 福岡県 札幌市 株式会社ルネックスプロテクト札幌支店
物品購入等 1097 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 大阪府
委託業務 1097 大阪ガスセキュリティサービス株式会社 大阪府
委託業務 1102 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 大阪市

物品購入等 1103 株式会社柴田兄弟自動車販売 空知郡南幌町
物品購入等 1105 ミナミ石油株式会社 札幌市
物品購入等 1106 表示灯株式会社 名古屋市 札幌市 表示灯株式会社　札幌支社
委託業務 1106 表示灯株式会社 名古屋市 札幌市 表示灯株式会社　札幌支社


