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あ 467 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 代表取締役　長尾　昭 札幌市北区北7条西4丁目3番地1 060-0807 011-747-2203 011-758-2830 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

監視カメラ、出入管理機器、サーマルカメラ、翻訳機、音
響機器（スピーカー）

あ 467 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 代表取締役　長尾　昭 札幌市北区北7条西4丁目3番地1 060-0807 011-747-2203 011-758-2830 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED（自動体外式除細動器）、体温計

あ 467 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 代表取締役　長尾　昭 札幌市北区北7条西4丁目3番地1 060-0807 011-747-2203 011-758-2830 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他

空気清浄機、オゾン脱臭機、フェイスシールド、飛沫防
止パネルウイルス対策商品

あ 467 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 代表取締役　長尾　昭 札幌市北区北7条西4丁目3番地1 060-0807 011-747-2203 011-758-2830 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消火器、消防用品、防災用品、消防設備機器

あ 467 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 代表取締役　長尾　昭 札幌市北区北7条西4丁目3番地1 060-0807 011-747-2203 011-758-2830 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 AED（自動体外式除細動器）

あ 467 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 代表取締役　長尾　昭 札幌市北区北7条西4丁目3番地1 060-0807 011-747-2203 011-758-2830 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務

機械警備、常駐警備、交通誘導警備、雑踏警備、警備
輸送

あ 704 アートシステム　株式会社　帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西20条南6丁目3番20 080-2470 0155-41-3881 0155-38-2887 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電子計算機、パソコン、通信機器等

あ 704 アートシステム　株式会社　帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西20条南6丁目3番20 080-2470 0155-41-3881 0155-38-2887 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
事務機器、OA機器（パソコン等）、複写機、トナーカート
リッジ　等

あ 704 アートシステム　株式会社　帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西20条南6丁目3番20 080-2470 0155-41-3881 0155-38-2887 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具、加工紙等

あ 704 アートシステム　株式会社　帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西20条南6丁目3番20 080-2470 0155-41-3881 0155-38-2887 帯広市 管内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 連続帳票、OCR処理、OMR処理等

あ 704 アートシステム　株式会社　帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西20条南6丁目3番20 080-2470 0155-41-3881 0155-38-2887 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 電子計算機、パソコン及び周辺機器、複写機等

あ 704 アートシステム　株式会社　帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西20条南6丁目3番20 080-2470 0155-41-3881 0155-38-2887 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 電算システム等開発、電算システム等アウトソーシング

あ 704 アートシステム　株式会社　帯広支店 帯広営業部長　澤見　正興 帯広市西20条南6丁目3番20 080-2470 0155-41-3881 0155-38-2887 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電算システム、機器及び周辺機器等保守管理

あ 657 アイコンサルタント　株式会社 代表取締役　兼平　宗昇 札幌市白石区米里2条2丁目3番21号 003-0872 011-826-3702 011-826-3703 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 特別管理産業廃棄物（低濃度PCB）収集運搬業

あ 153 愛知時計電機　株式会社　釧路営業所 所長　梶原　恵一 釧路市治水町６番10号 085-0055 0154-23-7859 0154-31-0095 釧路市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水道メーター及び計装計器、水道メーター広域無線検
針システム（クラウド登録含む）

あ 780 アジア航測　株式会社　札幌営業所 所長　館野　英浩 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 063-0952 011-214-0770 011-613-7618 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン（GIS用）

あ 780 アジア航測　株式会社　札幌営業所 所長　館野　英浩 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 063-0952 011-214-0770 011-613-7618 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン（GIS用）

あ 780 アジア航測　株式会社　札幌営業所 所長　館野　英浩 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 063-0952 011-214-0770 011-613-7618 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 GIS関連システム開発・データ作成・運用保守

あ 780 アジア航測　株式会社　札幌営業所 所長　館野　英浩 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 063-0952 011-214-0770 011-613-7618 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 大気、土壌、騒音、振動

あ 434 アズビル金門　株式会社　釧路営業所 所長　田村　雅秀 釧路市暁町12番39 085-0054 0154-24-3111 0154-24-3136 釧路市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水道メーター及びその関連機器

あ 796 アトラス情報サービス　株式会社　北海道事業所 所長　松田　和広 札幌市中央区大通西9丁目3番地33 060-0042 050-5893-3363 011-252-9978 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 OA機器・関連機器

あ 796 アトラス情報サービス　株式会社　北海道事業所 所長　松田　和広 札幌市中央区大通西9丁目3番地33 060-0042 050-5893-3363 011-252-9978 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 OAソフトウェア（医療・福祉管理システム等）

あ 796 アトラス情報サービス　株式会社　北海道事業所 所長　松田　和広 札幌市中央区大通西9丁目3番地33 060-0042 050-5893-3363 011-252-9978 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発・保守、プログラミング、パンチサービス、
電算処理

あ 796 アトラス情報サービス　株式会社　北海道事業所 所長　松田　和広 札幌市中央区大通西9丁目3番地33 060-0042 050-5893-3363 011-252-9978 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務

人材派遣（電子計算機の運用及びこれに付随する業務
等）

あ 232 安全センター　株式会社 代表取締役　森　吉博 札幌市中央区北8条西26丁目3番3号 060-0008 011-611-9399 011-611-9400 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 緊急通報装置

あ 232 安全センター　株式会社 代表取締役　森　吉博 札幌市中央区北8条西26丁目3番3号 060-0008 011-611-9399 011-611-9400 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 緊急通報装置

あ 232 安全センター　株式会社 代表取締役　森　吉博 札幌市中央区北8条西26丁目3番3号 060-0008 011-611-9399 011-611-9400 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 緊急通報サービス事業

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
電子計算機、パソコン、通信機器、コミュニケーションロ
ボット等

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

事務機器、OA機器（パソコン等）、複写機、トナーカート
リッジ、シュレッダー等

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 連続帳票、OCR、OMR等

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 一般印刷

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 カード印刷、オンデマンド印刷

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 無線機

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器、タブレット、複写機等

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 20 リース部門 204 その他 OA機器、システム等

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

ソフトウェア開発、システム改修、ホームページ作成等、
データ処理、システム保守等

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 労働者派遣等

あ 296 株式会社　I・TECソリューションズ 代表取締役社長　住岡　弘 苫小牧市表町1丁目1番11号 053-0022 0144-38-2611 0144-38-5021 苫小牧市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ビデオ作製、広告、企画等

あ 865 株式会社　アイエス 代表取締役　中川　英和 帯広市西11条南34丁目7番地1 080-0021 0155-48-7925 0155-48-3792 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 OA機器（パソコン等）

あ 865 株式会社　アイエス 代表取締役　中川　英和 帯広市西11条南34丁目7番地1 080-0021 0155-48-7925 0155-48-3792 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気製品、通信機器



頭文字
受付
番号 名称 代表者氏名 住所 郵便番号 電話番号 FAX番号

営業所
所在地

管内管外 コード 大分類名称 コード 中分類名称 備考

あ 865 株式会社　アイエス 代表取締役　中川　英和 帯広市西11条南34丁目7番地1 080-0021 0155-48-7925 0155-48-3792 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 避難設備、消火剤

あ 865 株式会社　アイエス 代表取締役　中川　英和 帯広市西11条南34丁目7番地1 080-0021 0155-48-7925 0155-48-3792 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備、電話機、火災報知器

あ 457 株式会社　アイホー　釧路営業所 所長　濱根　正樹 釧路市文苑3丁目32番9号　カーサ文苑館101号室 085-0063 0154-64-1283 0154-64-1293 釧路市 道内 1 産業部門 5 厨房機械器具
調理機器、食器洗浄機、食器消毒保管庫、炊飯機器、
食缶等厨房機械器具

あ 774 株式会社　あかりみらい 代表取締役　越智　文雄 札幌市北区北11条西2丁目2番17号 001-0011 011-876-0820 011-876-0826 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 LED照明器具

あ 774 株式会社　あかりみらい 代表取締役　越智　文雄 札幌市北区北11条西2丁目2番17号 001-0011 011-876-0820 011-876-0826 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 次亜塩素酸水関連商品

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
OA機器（パソコン、プリンター、周辺装置）、トナーカート
リッジ、他ＯＡ関連製品

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

コピー用紙、プリンター用紙、医療事務関連用紙（サ
マーラベル、スピッツラベル等）

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 高度管理医療機器等販売

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電話機、交換機、照明器具（ＬＥＤ）

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 除菌抗菌剤、噴霧器

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、サーバー、ＯＡ機器全般

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 高度管理医療機器等

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 コンピューターシステム、アプリケーションソフト

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 コンピュータソフトウェア開発・設計・導入・運用・保守

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ホームページ制作・保守

あ 821 株式会社　アクトシステムズ 代表取締役　齊藤　清 札幌市中央区北1条西20丁目1番27号　井門札幌N120ビル7階 064-0821 011-632-8877 011-616-6655 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

電話回線・通信回線企画立案保守、LAN・ネットワーク
敷設作業

あ 313 株式会社　朝日 代表取締役　佐々木　靖文 帯広市西7条南5丁目2番地 080-0017 0155-25-4321 0155-25-4336 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 事務用機械

あ 313 株式会社　朝日 代表取締役　佐々木　靖文 帯広市西7条南5丁目2番地 080-0017 0155-25-4321 0155-25-4336 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 事務用器具及び文具類

あ 313 株式会社　朝日 代表取締役　佐々木　靖文 帯広市西7条南5丁目2番地 080-0017 0155-25-4321 0155-25-4336 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 家具、調度類

あ 313 株式会社　朝日 代表取締役　佐々木　靖文 帯広市西7条南5丁目2番地 080-0017 0155-25-4321 0155-25-4336 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 写真用品

あ 313 株式会社　朝日 代表取締役　佐々木　靖文 帯広市西7条南5丁目2番地 080-0017 0155-25-4321 0155-25-4336 帯広市 管内 1 産業部門 7 測量・計量機器 測量、計量機器

あ 313 株式会社　朝日 代表取締役　佐々木　靖文 帯広市西7条南5丁目2番地 080-0017 0155-25-4321 0155-25-4336 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ用品

あ 313 株式会社　朝日 代表取締役　佐々木　靖文 帯広市西7条南5丁目2番地 080-0017 0155-25-4321 0155-25-4336 帯広市 管内 3 教育部門 34 各種教材用品 各種教材用品

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷
事務用印刷物、頁物、用度品（名刺から大判ポスター
A1）、ラベル

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 連続伝票、OCR印刷

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 5 印刷部門 54 特殊印刷 シルクスクリーン印刷、カード印刷

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 懸垂幕、横断幕、腕章等

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 パネル、プラスチック、アルミ複合版看板、電飾看板

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 4 事務部門 43 印章類 各種ゴム印、認印、実印

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具、和・洋紙、加工紙、封筒

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 記章、メダル、トロフィー

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 新聞広告、写真撮影、DVD製作、ホームページ作成

あ 441 株式会社　アドプリント 代表取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目17番地 080-0803 0155-22-3463 0155-22-3408 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 議事録、会議録テープ起こし

あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

硬質塩化ビニール管・継手

あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 ヘルメット、防塵眼鏡、防塵マスク、安全靴

あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 鉄鋼材、セメント、凍結防止剤

あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 物置、ガレージ

あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 各種工具、除雪機

あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 作業服

あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 ゴム手袋、ゴム長靴、合羽、業務用テント
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あ 759 株式会社　アブカワ 代表取締役社長　大塚　雅彦 帯広市西19条北2丁目11番地10 080-2459 0155-34-3134 0155-34-1178 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 発電機

あ 566 株式会社　安全資材 代表取締役　武田　隆仁 帯広市西24条南2丁目20番地1 080-2474 0155-37-8899 0155-37-8889 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料
凍結防止剤、建築用資材、セメント、アスファルト合材、
フェンス、各種鋼材、塗料

あ 566 株式会社　安全資材 代表取締役　武田　隆仁 帯広市西24条南2丁目20番地1 080-2474 0155-37-8899 0155-37-8889 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類
作業服、軍手、タオル、ゴム長靴、ゴム手袋、合羽、雨
衣

あ 566 株式会社　安全資材 代表取締役　武田　隆仁 帯広市西24条南2丁目20番地1 080-2474 0155-37-8899 0155-37-8889 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 革靴、安全靴

あ 566 株式会社　安全資材 代表取締役　武田　隆仁 帯広市西24条南2丁目20番地1 080-2474 0155-37-8899 0155-37-8889 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 ヘルメット、防塵マスク、安全靴、消火器

あ 566 株式会社　安全資材 代表取締役　武田　隆仁 帯広市西24条南2丁目20番地1 080-2474 0155-37-8899 0155-37-8889 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 視線誘導標、道路標識、防護柵、広告塔、看板

あ 703 有限会社　阿部通信システム 代表取締役　阿部　康治 帯広市西22条南4丁目33番地6 080-2472 0155-36-9060 0155-36-9077 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 無線装置、電話機、照明器具、通信機器、監視カメラ等

あ 703 有限会社　阿部通信システム 代表取締役　阿部　康治 帯広市西22条南4丁目33番地6 080-2472 0155-36-9060 0155-36-9077 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電話機交換・電話移設に関わる工事等、無線局免許申
請、販売に付随する取付、保守点検等、電気設備

あ 937 株式会社　ipnet 代表取締役　佐藤　史 札幌市豊平区美園5条4丁目1-17 062-0005 011-826-3539 011-826-3540 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ホームページ制作・改修

い 290 ＥＹ新日本有限責任監査法人　札幌事務所 業務責任者　新木　亘 札幌市中央区北1条西4丁目1番地2　Ｊ＆Ｓりそなビル 060-0001 011-221-1118 011-261-3038 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

新地方公会計・地方公営企業会計対応コンサルティン
グ、監査委員監査等支援コンサルティング等

い 426 株式会社　井関楽器　帯広支店 支店長　廣澤　智嘉 帯広市西17条南4丁目51-15 080-0027 0155-58-6833 0155-58-6834 帯広市 管内 3 教育部門 32 音楽関連用品 ピアノ、鍵盤楽器、管打楽器、楽譜及びCD、電子楽器

い 426 株式会社　井関楽器　帯広支店 支店長　廣澤　智嘉 帯広市西17条南4丁目51-15 080-0027 0155-58-6833 0155-58-6834 帯広市 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 楽器修繕、ピアノ調律・保守点検

い 87 株式会社　インサイト 代表取締役　浅井　一 札幌市中央区北4条西3丁目1番地 060-0004 011-233-2221 011-233-2223 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

新聞広告、テレビ広告、ラジオ広告、各種企画、写真撮
影、ビデオ・DVD・ホームページ制作

い 87 株式会社　インサイト 代表取締役　浅井　一 札幌市中央区北4条西3丁目1番地 060-0004 011-233-2221 011-233-2223 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 コンサルティング、ふるさと納税業務

い 276 株式会社　インタラック北日本 代表取締役　佐藤　安則 岩手県盛岡市中央通一丁目11番17号 020-0021 019-622-7700 019-622-7715 岩手県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

外国語指導/支援業務、人材派遣、語学研修・海外研
修、ICT支援業務、図書館業務

い 569 株式会社　ヰセキ北海道　大樹営業所 所長　石崎　欽裕 広尾郡大樹町振別37番地9 089-2127 01558-6-2400 01558-9-6115 大樹町 南十勝 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 トラクター、耕耘機、コンバイン他　農業用機械器具

い 569 株式会社　ヰセキ北海道　大樹営業所 所長　石崎　欽裕 広尾郡大樹町振別37番地9 089-2127 01558-6-2400 01558-9-6115 大樹町 南十勝 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 農業機械修繕

い 569 株式会社　ヰセキ北海道　大樹営業所 所長　石崎　欽裕 広尾郡大樹町振別37番地9 089-2127 01558-6-2400 01558-9-6115 大樹町 南十勝 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 部品、タイヤ、バッテリー、電装品

い 569 株式会社　ヰセキ北海道　大樹営業所 所長　石崎　欽裕 広尾郡大樹町振別37番地9 089-2127 01558-6-2400 01558-9-6115 大樹町 南十勝 7 燃料部門 70 各種燃料 農業機械用油脂類

い 453 有限会社　石村車輌整備工場 代表取締役　石村　和也 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2231 0155-52-2818 更別村 村内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両修繕

い 453 有限会社　石村車輌整備工場 代表取締役　石村　和也 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2231 0155-52-2818 更別村 村内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 機械修繕

い 453 有限会社　石村車輌整備工場 代表取締役　石村　和也 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2231 0155-52-2818 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農林業用機械工具

い 453 有限会社　石村車輌整備工場 代表取締役　石村　和也 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2231 0155-52-2818 更別村 村内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両用品

い 453 有限会社　石村車輌整備工場 代表取締役　石村　和也 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2231 0155-52-2818 更別村 村内 6 車両部門 60 自動車 自動車販売

い 453 有限会社　石村車輌整備工場 代表取締役　石村　和也 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2231 0155-52-2818 更別村 村内 3 教育部門 33 図書及び出版物 図書及び定期刊行物

い 453 有限会社　石村車輌整備工場 代表取締役　石村　和也 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2231 0155-52-2818 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 機械等の保守点検

い 473 有限会社　今城商店 代表取締役　今城　美紀子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2251 0155-52-2251 更別村 村内 8 繊維部門 80 被服類 制服、作業着、白衣、帽子

い 473 有限会社　今城商店 代表取締役　今城　美紀子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2251 0155-52-2251 更別村 村内 8 繊維部門 81 寝具類 掛・敷布団、毛布、シーツ、枕、座布団、カバー類

い 473 有限会社　今城商店 代表取締役　今城　美紀子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2251 0155-52-2251 更別村 村内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 革靴、ゴム長靴、ゴム手袋、合羽、テント

い 473 有限会社　今城商店 代表取締役　今城　美紀子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2251 0155-52-2251 更別村 村内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品

カーテン、カーペット、軍手、タオル、おしぼり、布地、幕
類

い 473 有限会社　今城商店 代表取締役　今城　美紀子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2251 0155-52-2251 更別村 村内 9
その他の
部門 92

時計・眼鏡・貴金属
類 宝石類

い 473 有限会社　今城商店 代表取締役　今城　美紀子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2251 0155-52-2251 更別村 村内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 防災用品

い 473 有限会社　今城商店 代表取締役　今城　美紀子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2251 0155-52-2251 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 指定ゴミ袋

い 941 株式会社　インソース　北海道支社 支社長　阿部　央和 札幌市北区北7条西1-1-2　SE札幌ビル11階 060-0807 011-788-8008 011-788-8003 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務

職員向け研修、研修講師派遣（派遣事業形態でない。
カリキュラム、テキスト等は自社製を使う）

い 941 株式会社　インソース　北海道支社 支社長　阿部　央和 札幌市北区北7条西1-1-2　SE札幌ビル11階 060-0807 011-788-8008 011-788-8003 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 ストレスチェック業務

い 941 株式会社　インソース　北海道支社 支社長　阿部　央和 札幌市北区北7条西1-1-2　SE札幌ビル11階 060-0807 011-788-8008 011-788-8003 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

Leaf利用・人事サポートシステム等のクラウドサービス
提供、システム開発

い 941 株式会社　インソース　北海道支社 支社長　阿部　央和 札幌市北区北7条西1-1-2　SE札幌ビル11階 060-0807 011-788-8008 011-788-8003 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

シティープロモーション、広報・研修・その他用のビデオ・
スライド・ホームページ・冊子等の企画制作

い 943 ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング　株式会社 代表取締役　近藤　聡 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 100-0006 03-3503-3500 03-3503-2818 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

経営／事業コンサルティング業務全般、システムコンサ
ルティング業務全般、政策立案・事業構想／計画の策

う 870 株式会社　ウェルクル　札幌支店 支店長　畑澤　大輔 札幌市中央区大通西9丁目3番33号キタコーセンタービルディング8階 060-0042 011-233-5662 011-233-5663 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 健診データ分析ソフト「マルチマーカー」

う 870 株式会社　ウェルクル　札幌支店 支店長　畑澤　大輔 札幌市中央区大通西9丁目3番33号キタコーセンタービルディング8階 060-0042 011-233-5662 011-233-5663 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 体成分分析機「ACCUNIQシリーズ」



頭文字
受付
番号 名称 代表者氏名 住所 郵便番号 電話番号 FAX番号

営業所
所在地

管内管外 コード 大分類名称 コード 中分類名称 備考

う 870 株式会社　ウェルクル　札幌支店 支店長　畑澤　大輔 札幌市中央区大通西9丁目3番33号キタコーセンタービルディング8階 060-0042 011-233-5662 011-233-5663 札幌市 道内 3 教育部門 33 図書及び出版物 保健指導用電子書籍「どこでもケア」

う 870 株式会社　ウェルクル　札幌支店 支店長　畑澤　大輔 札幌市中央区大通西9丁目3番33号キタコーセンタービルディング8階 060-0042 011-233-5662 011-233-5663 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 体成分分析機「ACCUNIQシリーズ」賃貸借

う 870 株式会社　ウェルクル　札幌支店 支店長　畑澤　大輔 札幌市中央区大通西9丁目3番33号キタコーセンタービルディング8階 060-0042 011-233-5662 011-233-5663 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

特定保健指導、特定健診未受診者対策業務、各種保
健事業に係る計画策定業務

う 870 株式会社　ウェルクル　札幌支店 支店長　畑澤　大輔 札幌市中央区大通西9丁目3番33号キタコーセンタービルディング8階 060-0042 011-233-5662 011-233-5663 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

健診データ分析ソフトに関する保守業務、データ入力・
加工業務

う 353 株式会社　ウォーターエージェンシー道央オペレーションセンター センター長　斎藤　明 北見市留辺蘂町仲町48番地 091-0003 0157-67-2660 0157-67-2661 北見市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上下水道施設及び環境関連施設維持管理業務

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
事務機器、OA機器（パソコン、タブレット、プリンター
等）、ファックス、複写機、印刷機等

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類
机類、会議用テーブル、各種椅子、ロッカー、保管庫
類、各種カウンター、パーテーション類、黒板、掲示板類

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

各種筆記用具、文房具一式、事務用紙商品、コンピュー
タ用品、パソコンソフト

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 複写機、パソコン等修繕

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

家庭用電気機器類、照明機器、放送機器、テレビ・ビデ
オ装置等

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 高度医療人工呼吸器（AED）等

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 カーテン類、ブラインド、暗幕等

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 運動用具（トレーニングマシーン）等

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 保育用品等

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 3 教育部門 34 各種教材用品 学校等で使用する各種教材器具等

う 663 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 帯広支店長　岩井　信人 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-20-1008 0155-20-1007 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、複写機、プリンター

え 187 NECキャピタルソリューション　株式会社　北海道支店 北海道支店長　小熊　順 札幌市中央区大通西4丁目1番地 060-0042 011-221-2054 011-221-4439 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
パソコン、タブレット、複写機、コンピュータ、ファックス、
プリンター、通信機器

え 187 NECキャピタルソリューション　株式会社　北海道支店 北海道支店長　小熊　順 札幌市中央区大通西4丁目1番地 060-0042 011-221-2054 011-221-4439 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 AED

え 550 NECネッツエスアイ　株式会社　北海道支店 支店長　佐藤　猛 札幌市中央区大通西4丁目1番地 060-0042 011-232-1121 011-232-1255 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電子機器、電話応用装置、無線装置、消防指令装置、
ビル監視装置

え 550 NECネッツエスアイ　株式会社　北海道支店 支店長　佐藤　猛 札幌市中央区大通西4丁目1番地 060-0042 011-232-1121 011-232-1255 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、サーバ、プリンター

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 空調機器（エアコン）、コンピュータ空調機　等

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 IT機器修繕等

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
電気製品（パソコン、ファクシミリ、プリンタ等）、照明器
具等

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 OA什器、サーバーラック、OAデスク・チェア等

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 会議用テーブル、椅子、キャビネット等

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 カメラ、プロジェクター等

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 防災用品、災害食糧等

え 307 NECフィールディング　株式会社　帯広営業所 帯広営業所長　狩野　雅之 帯広市西三条南10丁目32番地 080-0013 050-3146-4665 050-3146-4669 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 洗剤類、袋類、トイレットペーパー等

え 96 NTT・TCリース株式会社　北海道支店 支店長　池田　和聡 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21 060-0001 011-272-4800 011-272-4100 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、タブレット、複写機、ファックス、プリンター等

え 96 NTT・TCリース株式会社　北海道支店 支店長　池田　和聡 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21 060-0001 011-272-4800 011-272-4100 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器
医療用機器、手術用機器、AED、レントゲン、介護ベッ
ド、消毒滅菌用機器等

え 96 NTT・TCリース株式会社　北海道支店 支店長　池田　和聡 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21 060-0001 011-272-4800 011-272-4100 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他
電話設備、通信機器、冷暖房設備、照明設備、厨房設
備等

え 96 NTT・TCリース株式会社　北海道支店 支店長　池田　和聡 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21 060-0001 011-272-4800 011-272-4100 札幌市 道内 20 リース部門 202 土木・建設機械 フォークリフト、ホイルローダー等

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
酸素濃縮装置、人工呼吸器、CPAP装置、医療用器材、
介護用品等

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 介護浴槽等

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医療用酸素

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 白衣、作業着等

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 8 繊維部門 81 寝具類 介護用マットレス、シーツ等

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 介護用シューズ等

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器
酸素濃縮装置、人工呼吸器、CPAP装置、医療用器材
等

え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 20 リース部門 204 その他 福祉用具等
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え 895 エア・ウォーター・ライフサポート　株式会社　帯広医療営業所 所長　逢坂　祐太 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2237 0155-25-2240 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 医療用機材の洗浄・消毒・滅菌業務

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医療用ガス類

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
人工呼吸器、高気圧酸素治療装置、電気メス、車椅子、
医療用ベット、ガーゼ、カニュウラ等

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 高圧ガス類

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 7 燃料部門 70 各種燃料 LPガス、灯油、重油等

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 溶接機、切断機、旋盤等

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 7 燃料部門 71 暖房機器類 暖房機器、暖房器具等

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 1 産業部門 6 理化学機器 分析機器、実験機器等

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 作業環境測定業務、水質検査業務、煤煙測定業務

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 医療ガス設備保守点検業務

え 348 エア・ウォーター北海道株式会社　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 滅菌消毒業務

え 679 永光建設　株式会社 代表取締役　村上　誠 帯広市西20条北2丁目28番地21 080-2460 0155-34-4846 0155-34-8420 帯広市 管内 9
その他の
部門 98 その他修繕

修繕工事（土木一式、とび土工、造園工事に係る修繕
工事）

え 679 永光建設　株式会社 代表取締役　村上　誠 帯広市西20条北2丁目28番地21 080-2460 0155-34-4846 0155-34-8420 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路清掃（路面清掃車スイーパによる）

え 679 永光建設　株式会社 代表取締役　村上　誠 帯広市西20条北2丁目28番地21 080-2460 0155-34-4846 0155-34-8420 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 道路除雪業務

え 679 永光建設　株式会社 代表取締役　村上　誠 帯広市西20条北2丁目28番地21 080-2460 0155-34-4846 0155-34-8420 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 河川道路等の草刈業務等

え 679 永光建設　株式会社 代表取締役　村上　誠 帯広市西20条北2丁目28番地21 080-2460 0155-34-4846 0155-34-8420 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 建設廃材等の産業廃棄物収集運搬業務

え 858 エヌエス環境　株式会社　札幌支社 支社長　倉井　規広 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12 060-0001 011-643-1981 011-641-6471 札幌市 道内 2 衛生部門 22 衛生資材 微酸性次亜塩素酸水、生成装置

え 858 エヌエス環境　株式会社　札幌支社 支社長　倉井　規広 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12 060-0001 011-643-1981 011-641-6471 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

水質、土壌、大気質、アスベスト調査分析、作業環境測
定、PCB調査分析、ダイオキシン類分析

え 858 エヌエス環境　株式会社　札幌支社 支社長　倉井　規広 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12 060-0001 011-643-1981 011-641-6471 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

地球温暖化対策策定、環境基本計画策定、省エネ診
断、廃棄物処理基本計画

え 127 株式会社　HBA 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 060-0004 011-231-8301 011-281-0915 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン及び周辺機器、OA機器、ファクシミリ等

え 127 株式会社　HBA 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 060-0004 011-231-8301 011-281-0915 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 コンピュータ用品、パソコンソフト

え 127 株式会社　HBA 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 060-0004 011-231-8301 011-281-0915 札幌市 道内 3 教育部門 34 各種教材用品 教育用ソフト

え 127 株式会社　HBA 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 060-0004 011-231-8301 011-281-0915 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器、OA機器、ファクシミリ等

え 127 株式会社　HBA 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 060-0004 011-231-8301 011-281-0915 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 受託計算、穿孔、ソフトウェアの設計・開発

え 127 株式会社　HBA 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 060-0004 011-231-8301 011-281-0915 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 パソコン及び周辺機器、OA機器、ファクシミリ等の保守

え 127 株式会社　HBA 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 060-0004 011-231-8301 011-281-0915 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 議事録反訳、議事録作成、電子化業務

え 891 株式会社　HDC 代表取締役　西山　秀樹 札幌市中央区南1条西十丁目2番地　南1条道銀ビル 060-0061 011-261-5502 011-222-1013 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 電子計算機、ＯＡ機器（パソコン等）、トナーカートリッジ

え 891 株式会社　HDC 代表取締役　西山　秀樹 札幌市中央区南1条西十丁目2番地　南1条道銀ビル 060-0061 011-261-5502 011-222-1013 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 コピー用紙、ＯＡ機器消耗品、ＯＡ機器外部媒体

え 891 株式会社　HDC 代表取締役　西山　秀樹 札幌市中央区南1条西十丁目2番地　南1条道銀ビル 060-0061 011-261-5502 011-222-1013 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療機器用パソコン

え 891 株式会社　HDC 代表取締役　西山　秀樹 札幌市中央区南1条西十丁目2番地　南1条道銀ビル 060-0061 011-261-5502 011-222-1013 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器を含む

え 891 株式会社　HDC 代表取締役　西山　秀樹 札幌市中央区南1条西十丁目2番地　南1条道銀ビル 060-0061 011-261-5502 011-222-1013 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 ソフトウェア開発、受託計算業務、情報処理サービス

え 891 株式会社　HDC 代表取締役　西山　秀樹 札幌市中央区南1条西十丁目2番地　南1条道銀ビル 060-0061 011-261-5502 011-222-1013 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 ＯＡ機器ソフト・ハード保守点検

え 444 株式会社　M・I・C 代表取締役　木村　晶仁 苫小牧市新中野町3丁目1番12号　カワバタビル2F 053-0006 0144-38-8282 0144-38-8383 苫小牧市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

タンク漏洩検査

え 825 株式会社　ＮＴＴドコモ　北海道支社 法人営業部長　尾作　勝弥 札幌市中央区北1条西14丁目6番地 060-0001 011-242-6830 011-207-6868 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

携帯電話、衛星携帯電話、移動通信システム機器、遠
隔カメラ、PBX等

え 825 株式会社　ＮＴＴドコモ　北海道支社 法人営業部長　尾作　勝弥 札幌市中央区北1条西14丁目6番地 060-0001 011-242-6830 011-207-6868 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、ルーター、Wi-Fi機器、ソフトウェア等

え 106 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 代表取締役　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4105 011-219-4116 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電話機等通信機器

え 106 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 代表取締役　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4105 011-219-4116 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 ＯＡ機器（パソコン等）及び周辺機器

え 106 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 代表取締役　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4105 011-219-4116 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器

え 106 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 代表取締役　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4105 011-219-4116 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 通信機器（設備）、情報システム

え 106 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 代表取締役　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4105 011-219-4116 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 情報通信設備（システム含む）保守・点検・管理



頭文字
受付
番号 名称 代表者氏名 住所 郵便番号 電話番号 FAX番号

営業所
所在地

管内管外 コード 大分類名称 コード 中分類名称 備考

え 670 株式会社　エイチ・アイ・ディ システム統括本部長　中村　好宏 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2 060-0003 011-272-8213 011-272-8218 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
パソコン及び周辺機器、複写機、プリンター、ネットワー
ク機器

え 670 株式会社　エイチ・アイ・ディ システム統括本部長　中村　好宏 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2 060-0003 011-272-8213 011-272-8218 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具、封筒、コピー用紙

え 670 株式会社　エイチ・アイ・ディ システム統括本部長　中村　好宏 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2 060-0003 011-272-8213 011-272-8218 札幌市 道内 4 事務部門 42 家具・調度類 机、椅子、キャビネット、ロッカー

え 670 株式会社　エイチ・アイ・ディ システム統括本部長　中村　好宏 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2 060-0003 011-272-8213 011-272-8218 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
パソコン及び周辺機器、複写機、プリンター、ネットワー
ク機器

え 670 株式会社　エイチ・アイ・ディ システム統括本部長　中村　好宏 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2 060-0003 011-272-8213 011-272-8218 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発・保守・運用、ネットワーク構築

え 670 株式会社　エイチ・アイ・ディ システム統括本部長　中村　好宏 札幌市中央区北3条西2丁目10番地2 060-0003 011-272-8213 011-272-8218 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ホームページ作成

え 580 株式会社　エコニクス 代表取締役　三上　卓也 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目2番14号 004-0015 011-807-6811 011-807-6800 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 作業環境測定分析、土壌分析、水質分析、煤煙測定

え 725 株式会社　エスクリーン 代表取締役　杉村　聡 広尾郡大樹町字日方149番地 089-2124 01558-9-6330 01558-9-6336 大樹町 南十勝 20 リース部門 204 その他 仮設トイレ

え 725 株式会社　エスクリーン 代表取締役　杉村　聡 広尾郡大樹町字日方149番地 089-2124 01558-9-6330 01558-9-6336 大樹町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水管渠清掃、高圧洗浄、浄化槽の保守点検

え 725 株式会社　エスクリーン 代表取締役　杉村　聡 広尾郡大樹町字日方149番地 089-2124 01558-9-6330 01558-9-6336 大樹町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路清掃

え 725 株式会社　エスクリーン 代表取締役　杉村　聡 広尾郡大樹町字日方149番地 089-2124 01558-9-6330 01558-9-6336 大樹町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 産業廃棄物の収集運搬

え 335 株式会社　エムティーアイ 代表取締役　前多　俊宏 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 163-1435 03-5333-6789 03-5333-6791 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発、システム保守・運用、アプリ開発、データ
入力

え 335 株式会社　エムティーアイ 代表取締役　前多　俊宏 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 163-1435 03-5333-6789 03-5333-6791 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 インターネット業務、ホームページ作成

え 547 株式会社　エルバ北海道 代表取締役　杉山　博康 帯広市西23条北4丁目1番地27 080-2463 0155-38-8011 0155-38-8033 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 各種中古自動車（普通自動車、軽自動車等）販売

え 547 株式会社　エルバ北海道 代表取締役　杉山　博康 帯広市西23条北4丁目1番地27 080-2463 0155-38-8011 0155-38-8033 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 各種中古自動車（車両系建設機械等）販売

え 547 株式会社　エルバ北海道 代表取締役　杉山　博康 帯広市西23条北4丁目1番地27 080-2463 0155-38-8011 0155-38-8033 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 各種自動車中古部品、用品等販売

え 547 株式会社　エルバ北海道 代表取締役　杉山　博康 帯広市西23条北4丁目1番地27 080-2463 0155-38-8011 0155-38-8033 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 使用済み自動車

え 547 株式会社　エルバ北海道 代表取締役　杉山　博康 帯広市西23条北4丁目1番地27 080-2463 0155-38-8011 0155-38-8033 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 車両（自動車、その他車両等）買入

え 620 道東エア・ウォーター　株式会社　更別サービスセンター センター長　木村　喜美 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 7 燃料部門 70 各種燃料 LPガス、灯油、重油等

え 620 道東エア・ウォーター　株式会社　更別サービスセンター センター長　木村　喜美 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 7 燃料部門 71 暖房機器類 暖房機器、暖房器具等

え 620 道東エア・ウォーター　株式会社　更別サービスセンター センター長　木村　喜美 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

設備用機器及び資材（空調設備等）、電気・通信機器及
び資材（電気機器・電気製品）

え 620 道東エア・ウォーター　株式会社　更別サービスセンター センター長　木村　喜美 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 9
その他の
部門 97 その他 ガス警報器

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 発電機、コンプレッサー　他

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 刈払い機、チェンソー　他

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 空気清浄機、蓄電池　他

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ポンプ、除雪機、各種工具　他

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 舗装補修材　他

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材

連続箱型鋼製枠（連続土留め用カゴ）大型土嚢の代用
品等

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 体育機器・用品、パークゴルフ用品

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園施設遊具　他

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

防災用品、エアーテント・クイックパーテーション・エア
マット　他

え 734 有限会社　エムエス北海道 代表取締役　内田　繁 中川郡幕別町札内桜町120番地18 089-0535 0155-20-5071 0155-20-5072 幕別町 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板類（サイン等）・道路標識

え 647 株式会社　ＳＥウイングズ　 代表取締役　石井　裕之 苫小牧市字弁天504番地4 059-1371 0145-26-8989 0145-26-8866 苫小牧市 道内 9
その他の
部門 96 電力供給 電力供給

え 923 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社　帯広営業所　更別サービスセンター 所長　猿田　大記 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 7 燃料部門 70 各種燃料 LPガス、灯油、重油等

え 923 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社　帯広営業所　更別サービスセンター 所長　猿田　大記 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 7 燃料部門 71 暖房機器類 暖房機器、暖房器具等

え 923 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社　帯広営業所　更別サービスセンター 所長　猿田　大記 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

設備用機器及び資材（空調設備等）、電気・通信機器及
び資材（電気機器・電気製品）

え 923 エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社　帯広営業所　更別サービスセンター 所長　猿田　大記 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2353 0155-52-2357 更別村 村内 9
その他の
部門 97 その他 ガス警報器

え 926 NEC　VALWAY　株式会社 代表取締役　矢倉　聡 東京都港区芝1丁目15番11号 105-0014 03-6631-3994 03-6631-3914 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 コンタクトセンター事業（コールセンター事業）

え 926 NEC　VALWAY　株式会社 代表取締役　矢倉　聡 東京都港区芝1丁目15番11号 105-0014 03-6631-3994 03-6631-3914 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 プログラミング、システム開発

え 926 NEC　VALWAY　株式会社 代表取締役　矢倉　聡 東京都港区芝1丁目15番11号 105-0014 03-6631-3994 03-6631-3914 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 人材派遣、職員の方へのWeb教育関連
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え 927 NECソリューションイノベータ　株式会社　営業統括本部 本部長　鈴木　真人 東京都江東区新木場1丁目18番7号 136-8627 03-5534-2625 03-5534-2559 東京都 道外 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、周辺機器等

え 927 NECソリューションイノベータ　株式会社　営業統括本部 本部長　鈴木　真人 東京都江東区新木場1丁目18番7号 136-8627 03-5534-2625 03-5534-2559 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システムインテグレーションおよびシステムサービス、ソフト
ウェア開発

え 932 ＡＷアグリフーズテクノ　株式会社 代表取締役社長　東　勝巳 河西郡更別村字更別194番地5 089-1501 0155-52-2101 0155-52-2144 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類

冷凍食品（冷凍コーン、冷凍カボチャ）、レトルト食品（スー
プ、カレー）

え 939 株式会社　エイチ・ビー・シー・フレックス 代表取締役社長　今井　信之 札幌市中央区南7条西1丁目13番地73 064-0807 011-521-6105 011-521-6135 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 教材用以外のコンテンツ（映像・音声）

え 939 株式会社　エイチ・ビー・シー・フレックス 代表取締役社長　今井　信之 札幌市中央区南7条西1丁目13番地73 064-0807 011-521-6105 011-521-6135 札幌市 道内 3 教育部門 34 各種教材用品 教材用コンテンツ（映像・音声）

え 939 株式会社　エイチ・ビー・シー・フレックス 代表取締役社長　今井　信之 札幌市中央区南7条西1丁目13番地73 064-0807 011-521-6105 011-521-6135 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

コンテンツ制作（映像・音声）、アナログ媒体のデジタル変換
作業、広告代理業（新聞・テレビ・ラジオ）、イベント業（企画

え 940 株式会社　エム・アイ・システム 代表取締役　近野　務 札幌市東区本町1条1丁目1番21号 065-0041 011-787-0057 011-787-0058 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

家庭電気機器類、電気冷暖房機器、照明機器、放送設備、
テレビ・ビデオ装置、オーディオ装置、BD・CD・DVD（未収録

え 940 株式会社　エム・アイ・システム 代表取締役　近野　務 札幌市東区本町1条1丁目1番21号 065-0041 011-787-0057 011-787-0058 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、タブレット、ファックス、計算機、印刷機、複写機

え 940 株式会社　エム・アイ・システム 代表取締役　近野　務 札幌市東区本町1条1丁目1番21号 065-0041 011-787-0057 011-787-0058 札幌市 道内 4 事務部門 44 写真用品 カメラ・デジタルカメラ及び写真用品、ビデオカメラ

え 940 株式会社　エム・アイ・システム 代表取締役　近野　務 札幌市東区本町1条1丁目1番21号 065-0041 011-787-0057 011-787-0058 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 複写用品、コンピュータ用品、パソコンソフト

え 947 エム・エス・ケー農業機械　株式会社　十勝支社 十勝支社長　木村　正寿 河西郡芽室町東芽室基線5-3 082-0005 0155-62-2455 0155-61-2103 芽室町 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 トラクター、コンバイン、ハーベスター、農作業機

え 954 株式会社　NJS・E＆M 代表取締役社長　中山　義一 東京都港区芝浦1丁目1番1号 105-0023 03-6324-4350 03-6324-4351 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

上下水道事業に係るシステム基本設計・開発、システム運
用・保守、データ入力

え 954 株式会社　NJS・E＆M 代表取締役社長　中山　義一 東京都港区芝浦1丁目1番1号 105-0023 03-6324-4350 03-6324-4351 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

上下水道事業に係る料金徴収、水道メーター検針、滞納整
理、会計処理

お 830 OKIクロステック　株式会社　支社統括本部　北海道支社 支社長　森山　隆勝 札幌市中央区北1条東8丁目2番18号 060-0031 011-231-9183 011-231-9897 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 交換機、電話機、無線装置

お 830 OKIクロステック　株式会社　支社統括本部　北海道支社 支社長　森山　隆勝 札幌市中央区北1条東8丁目2番18号 060-0031 011-231-9183 011-231-9897 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 複合機、プリンタ、トナー

お 830 OKIクロステック　株式会社　支社統括本部　北海道支社 支社長　森山　隆勝 札幌市中央区北1条東8丁目2番18号 060-0031 011-231-9183 011-231-9897 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 交換機、電話機

お 588 一般社団法人　オアシス 代表理事　若園　榮一 河西郡更別村字上更別中通東6番地1 089-1583 0155-52-2051 0155-52-2054 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類 食料品類

お 588 一般社団法人　オアシス 代表理事　若園　榮一 河西郡更別村字上更別中通東6番地1 089-1583 0155-52-2051 0155-52-2054 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 日用雑貨

お 588 一般社団法人　オアシス 代表理事　若園　榮一 河西郡更別村字上更別中通東6番地1 089-1583 0155-52-2051 0155-52-2054 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 施設等の管理業務

お 588 一般社団法人　オアシス 代表理事　若園　榮一 河西郡更別村字上更別中通東6番地1 089-1583 0155-52-2051 0155-52-2054 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 水質等検査業務

お 904 大崎データテック　株式会社　釧路営業所 所長　数馬　貴彦 釧路市末広町10丁目1番地6　サンエス釧路駅前ビル　5F 085-0014 0154-31-4400 0154-31-4401 釧路市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 サーバ、パソコン、ハンディターミナル等携帯末端等

お 904 大崎データテック　株式会社　釧路営業所 所長　数馬　貴彦 釧路市末広町10丁目1番地6　サンエス釧路駅前ビル　5F 085-0014 0154-31-4400 0154-31-4401 釧路市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

検針用無線装置、無線装置付水道メーター

お 904 大崎データテック　株式会社　釧路営業所 所長　数馬　貴彦 釧路市末広町10丁目1番地6　サンエス釧路駅前ビル　5F 085-0014 0154-31-4400 0154-31-4401 釧路市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 検針用ロール紙、納付書等シーラー用紙等

お 904 大崎データテック　株式会社　釧路営業所 所長　数馬　貴彦 釧路市末広町10丁目1番地6　サンエス釧路駅前ビル　5F 085-0014 0154-31-4400 0154-31-4401 釧路市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
サーバ、パソコン、ハンディターミナル等携帯末端、自社
システム等

お 904 大崎データテック　株式会社　釧路営業所 所長　数馬　貴彦 釧路市末広町10丁目1番地6　サンエス釧路駅前ビル　5F 085-0014 0154-31-4400 0154-31-4401 釧路市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

水道業務システムの設計・開発・保守（検針・料金・会計
等）

お 904 大崎データテック　株式会社　釧路営業所 所長　数馬　貴彦 釧路市末広町10丁目1番地6　サンエス釧路駅前ビル　5F 085-0014 0154-31-4400 0154-31-4401 釧路市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

上下水道料金徴収業務（水道及び下水道検針・収納業
務）

お 707 太田電機　株式会社 代表取締役　太田　真光 帯広市西十八条北1丁目17番地33 080-0048 0155-33-6688 0155-33-8245 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 土木建設機械の販売及び修繕

お 707 太田電機　株式会社 代表取締役　太田　真光 帯広市西十八条北1丁目17番地33 080-0048 0155-33-6688 0155-33-8245 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農林業機械の販売及び修繕

お 707 太田電機　株式会社 代表取締役　太田　真光 帯広市西十八条北1丁目17番地33 080-0048 0155-33-6688 0155-33-8245 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気機器、電気製品、通信機器及び電装品

お 707 太田電機　株式会社 代表取締役　太田　真光 帯広市西十八条北1丁目17番地33 080-0048 0155-33-6688 0155-33-8245 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気通信機器及び機械の修繕

お 707 太田電機　株式会社 代表取締役　太田　真光 帯広市西十八条北1丁目17番地33 080-0048 0155-33-6688 0155-33-8245 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両用品及び車両部品

お 707 太田電機　株式会社 代表取締役　太田　真光 帯広市西十八条北1丁目17番地33 080-0048 0155-33-6688 0155-33-8245 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両及び車両電装品の修繕

お 323 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 エリア統括マネージャー　井上　聡 帯広市西18条南1丁目2番地35 080-0028 0155-33-1366 0155-33-1359 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農薬類

お 323 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 エリア統括マネージャー　井上　聡 帯広市西18条南1丁目2番地35 080-0028 0155-33-1366 0155-33-1359 帯広市 管内 1 産業部門 6 理化学機器 顕微鏡、実験用理化学機器類

お 323 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 エリア統括マネージャー　井上　聡 帯広市西18条南1丁目2番地35 080-0028 0155-33-1366 0155-33-1359 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 凍結防止剤（塩カル他）

お 323 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 エリア統括マネージャー　井上　聡 帯広市西18条南1丁目2番地35 080-0028 0155-33-1366 0155-33-1359 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 CTスキャナー、X線機器、医療用機材

お 323 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 エリア統括マネージャー　井上　聡 帯広市西18条南1丁目2番地35 080-0028 0155-33-1366 0155-33-1359 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医薬品、試薬、工業薬品

お 323 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 エリア統括マネージャー　井上　聡 帯広市西18条南1丁目2番地35 080-0028 0155-33-1366 0155-33-1359 帯広市 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 教育用機器

お 323 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 エリア統括マネージャー　井上　聡 帯広市西18条南1丁目2番地35 080-0028 0155-33-1366 0155-33-1359 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 指定ゴミ袋

お 835 お菓子のニシヤマ 代表　今井　良幸 河西郡更別村字更別南1線91-31 089-1512 0155-52-2065 0155-52-3344 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類 卒業記念紅白餅、カステラ、ケーキ
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お 606 岡田建設　株式会社 代表取締役　岡田　俊治 帯広市西1条南29丁目1番地 080-0011 0155-25-4111 0155-25-4115 帯広市 管内 9
その他の
部門 96 電力供給 電力の供給

お 471 オカムラ商産合同会社 代表社員　岡村　健司 帯広市公園東町1丁目4番地4 080-0847 0155-66-4166 0155-25-7598 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 体温計、身体計測機器

お 471 オカムラ商産合同会社 代表社員　岡村　健司 帯広市公園東町1丁目4番地4 080-0847 0155-66-4166 0155-25-7598 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 除菌剤、消臭剤

お 471 オカムラ商産合同会社 代表社員　岡村　健司 帯広市公園東町1丁目4番地4 080-0847 0155-66-4166 0155-25-7598 帯広市 管内 3 教育部門 33 図書及び出版物 制度周知用図書、健康教育用図書等

お 471 オカムラ商産合同会社 代表社員　岡村　健司 帯広市公園東町1丁目4番地4 080-0847 0155-66-4166 0155-25-7598 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 アンケート集計・分析、健康教室等

お 850 帯広管材　株式会社 代表取締役　氏家　宏之 河東郡音更町木野大通西2丁目3番地２ 080-0301 0155-31-6631 0155-31-6632 音更町 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 エアコン

お 850 帯広管材　株式会社 代表取締役　氏家　宏之 河東郡音更町木野大通西2丁目3番地２ 080-0301 0155-31-6631 0155-31-6632 音更町 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 衛生陶器

お 850 帯広管材　株式会社 代表取締役　氏家　宏之 河東郡音更町木野大通西2丁目3番地２ 080-0301 0155-31-6631 0155-31-6632 音更町 管内 9
その他の
部門 97 その他 水栓類、給湯器

お 850 帯広管材　株式会社 代表取締役　氏家　宏之 河東郡音更町木野大通西2丁目3番地２ 080-0301 0155-31-6631 0155-31-6632 音更町 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 各種ポンプ

お 850 帯広管材　株式会社 代表取締役　氏家　宏之 河東郡音更町木野大通西2丁目3番地２ 080-0301 0155-31-6631 0155-31-6632 音更町 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 水処理用薬品

お 850 帯広管材　株式会社 代表取締役　氏家　宏之 河東郡音更町木野大通西2丁目3番地２ 080-0301 0155-31-6631 0155-31-6632 音更町 管内 7 燃料部門 71 暖房機器類 ストーブ

お 596 帯広トヨペット　株式会社 取締役社長　若林　剛 帯広市大通南6丁目17番地 080-0010 0155-24-4167 0155-22-3240 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 自動車、軽自動車、バス、トラック

お 596 帯広トヨペット　株式会社 取締役社長　若林　剛 帯広市大通南6丁目17番地 080-0010 0155-24-4167 0155-22-3240 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 トヨタ純正部品、自動車用品

お 596 帯広トヨペット　株式会社 取締役社長　若林　剛 帯広市大通南6丁目17番地 080-0010 0155-24-4167 0155-22-3240 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 自動車の点検・整備・修繕

お 596 帯広トヨペット　株式会社 取締役社長　若林　剛 帯広市大通南6丁目17番地 080-0010 0155-24-4167 0155-22-3240 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 自動車リース

お 920 帯広日産自動車　株式会社 代表取締役社長　村松　一樹 帯広市大通南29丁目2番地 080-0010 0155-23-4161 0155-23-4164 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 自動車（普通乗用車、軽自動車、バス）

お 920 帯広日産自動車　株式会社 代表取締役社長　村松　一樹 帯広市大通南29丁目2番地 080-0010 0155-23-4161 0155-23-4164 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 特殊車両及びその他車両・加装

お 920 帯広日産自動車　株式会社 代表取締役社長　村松　一樹 帯広市大通南29丁目2番地 080-0010 0155-23-4161 0155-23-4164 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品

車両部品・自動車部品（各種車両部品・バッテリー・タイ
ヤ等）

お 920 帯広日産自動車　株式会社 代表取締役社長　村松　一樹 帯広市大通南29丁目2番地 080-0010 0155-23-4161 0155-23-4164 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両部品修繕（車検・点検・一般整備）

お 233 帯広扶桑物産　株式会社 代表取締役　若井　一也 帯広市東4条南3丁目4番地 080-0804 0155-22-4111 0155-27-1043 帯広市 管内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

ダクタイル鋳鉄管、水道用補修資材、水道用メーター
器、残留塩素測定器

お 233 帯広扶桑物産　株式会社 代表取締役　若井　一也 帯広市東4条南3丁目4番地 080-0804 0155-22-4111 0155-27-1043 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 工事用水中ポンプ、発電機、エンジンカッター

お 233 帯広扶桑物産　株式会社 代表取締役　若井　一也 帯広市東4条南3丁目4番地 080-0804 0155-22-4111 0155-27-1043 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
次亜塩素酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム他、他水
処理薬品

お 5 帯広三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　修士 帯広市大通南23丁目11番地 080-0010 0155-24-1115 0155-24-7831 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 自動車（乗用自動車・軽自動車・貨物自動車）

お 5 帯広三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　修士 帯広市大通南23丁目11番地 080-0010 0155-24-1115 0155-24-7831 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両用品（自動車部品・用品）

お 5 帯広三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　修士 帯広市大通南23丁目11番地 080-0010 0155-24-1115 0155-24-7831 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両修繕（一般整備・車検整備・板金塗装）、指定工場

お 638 株式会社　大月通信 代表取締役　大月　知 帯広市西19条南3丁目33-7 080-2469 0155-33-6666 0155-67-4833 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電気通信機器及び資材、無線通信機器、電気機器及び
資材

お 638 株式会社　大月通信 代表取締役　大月　知 帯広市西19条南3丁目33-7 080-2469 0155-33-6666 0155-67-4833 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 無線設備機器、同関連機器の修繕

お 638 株式会社　大月通信 代表取締役　大月　知 帯広市西19条南3丁目33-7 080-2469 0155-33-6666 0155-67-4833 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

無線設備、電気（通信）設備の保守・点検、無線局免許
申請、同関連業務

お 883 株式会社　オカモト 代表取締役　岡本　謙一 帯広市東4条10丁目2番地 080-0108 0155-20-3311 0155-20-3312 帯広市 管内 7 燃料部門 70 各種燃料 ガソリン、軽油、液化石油ガス、灯油、A重油

お 827 株式会社　奥原商会 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3番30号 080-2460 0155-33-3421 0155-33-3426 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 芝管理機、刈払機、チェンソー、トラクター、作業機

お 827 株式会社　奥原商会 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3番30号 080-2460 0155-33-3421 0155-33-3426 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ボイラー、除雪機

お 827 株式会社　奥原商会 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3番30号 080-2460 0155-33-3421 0155-33-3426 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 小型機械修繕

お 827 株式会社　奥原商会 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3番30号 080-2460 0155-33-3421 0155-33-3426 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 自動車電装機器、バッテリー、タイヤ

お 827 株式会社　奥原商会 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3番30号 080-2460 0155-33-3421 0155-33-3426 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 自動車電装機器、バッテリー、タイヤ修繕

お 827 株式会社　奥原商会 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3番30号 080-2460 0155-33-3421 0155-33-3426 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 冷暖房機器、携帯電話

お 827 株式会社　奥原商会 代表取締役　奥原　宏 帯広市西20条北1丁目3番30号 080-2460 0155-33-3421 0155-33-3426 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 冷暖房機械保守点検修理

お 295 株式会社　帯広旭楽器商会 代表取締役　田中　康雄 帯広市西7条南17丁目11番地7 080-0017 0155-26-2087 0155-25-6042 帯広市 管内 3 教育部門 32 音楽関連用品 楽器、ピアノ、電子楽器、教材楽器

お 295 株式会社　帯広旭楽器商会 代表取締役　田中　康雄 帯広市西7条南17丁目11番地7 080-0017 0155-26-2087 0155-25-6042 帯広市 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 楽器修理、ピアノ調律

お 632 株式会社　帯広公害防止技術センター 代表取締役　髙氏　英年 帯広市東8条3丁目1番地 080-0808 0155-22-3677 0155-22-3685 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 一般建物清掃・公共施設の清掃

お 632 株式会社　帯広公害防止技術センター 代表取締役　髙氏　英年 帯広市東8条3丁目1番地 080-0808 0155-22-3677 0155-22-3685 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 常駐警備、交通警備
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お 632 株式会社　帯広公害防止技術センター 代表取締役　髙氏　英年 帯広市東8条3丁目1番地 080-0808 0155-22-3677 0155-22-3685 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 ボイラー・空調設備等の保守点検業務

お 632 株式会社　帯広公害防止技術センター 代表取締役　髙氏　英年 帯広市東8条3丁目1番地 080-0808 0155-22-3677 0155-22-3685 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 人材派遣

お 632 株式会社　帯広公害防止技術センター 代表取締役　髙氏　英年 帯広市東8条3丁目1番地 080-0808 0155-22-3677 0155-22-3685 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 スケートリンク施設の冷凍・製氷業務、プール管理

お 769 株式会社　大洋薬品北海道 代表取締役　畑瀬　大樹 北海道帯広市東4条南22丁目10番地7 080-0804 0155-21-3131 0155-28-5231 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医薬品

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 電動工具、ドリル、大工道具等

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 1 産業部門 9 建材・原材料 建築用木材、建築用資材等

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 建設関係各種原材料

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 4 事務部門 40 事務用機械 事務用機器

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文具、用紙、ノート等

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 4 事務部門 42 家具・調度類 事務用机、家具等

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 テント、シート、ロープ等

お 446 有限会社　小川建設 代表取締役　小川　誠二 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1512 0155-52-2018 0155-52-3402 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 日用品雑貨等

お 709 有限会社　小川防災工業 代表取締役　小川　雄平 帯広市西9条南25丁目44番地 080-0019 0155-26-0409 0155-26-0405 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消火器、避難器具、その他防災用品

お 949 大阪ガスセキュリティサービス　株式会社 代表取締役社長　遠山　雅夫 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 532-0024 06-6306-2061 06-6306-5055 大阪府 道外 9
その他の
部門 97 その他

対話支援システムcomuoon・迷惑電話フィルタ機器トビ
ラフォン

お 949 大阪ガスセキュリティサービス　株式会社 代表取締役社長　遠山　雅夫 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 532-0024 06-6306-2061 06-6306-5055 大阪府 道外 20 リース部門 204 その他
対話支援システムcomuoon・迷惑電話フィルタ機器トビ
ラフォン

お 949 大阪ガスセキュリティサービス　株式会社 代表取締役社長　遠山　雅夫 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 532-0024 06-6306-2061 06-6306-5055 大阪府 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 高齢者向け緊急通報システム業務

か 908 開発工建　株式会社 代表取締役　奈良　和康 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地 069-0381 0126-26-2214 0126-26-6702 岩見沢市 道内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 草刈装置

か 908 開発工建　株式会社 代表取締役　奈良　和康 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地 069-0381 0126-26-2214 0126-26-6702 岩見沢市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 ロータリー除雪車

か 908 開発工建　株式会社 代表取締役　奈良　和康 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地 069-0381 0126-26-2214 0126-26-6702 岩見沢市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 草刈装置の機械修繕

か 908 開発工建　株式会社 代表取締役　奈良　和康 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地 069-0381 0126-26-2214 0126-26-6702 岩見沢市 道内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 ロータリ除雪車の部品及び用品

か 908 開発工建　株式会社 代表取締役　奈良　和康 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地 069-0381 0126-26-2214 0126-26-6702 岩見沢市 道内 6 車両部門 63 車両部門修繕 ロータリ除雪車の車両修繕

か 908 開発工建　株式会社 代表取締役　奈良　和康 岩見沢市幌向北1条2丁目580番地 069-0381 0126-26-2214 0126-26-6702 岩見沢市 道内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） ロータリ除雪車、草刈装置の賃貸借

か 433 株式会社　会議録センター　北海道支社 支社長　丸山　聡史 札幌市北区北8条西6丁目2番地　新和ビル 060-0808 011-717-7770 011-717-5077 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

議会映像配信設備一式、会議録検索システム機器一
式、議場音響機器設備一式

か 433 株式会社　会議録センター　北海道支社 支社長　丸山　聡史 札幌市北区北8条西6丁目2番地　新和ビル 060-0808 011-717-7770 011-717-5077 札幌市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 その他の印刷（オンデマンド印刷）

か 433 株式会社　会議録センター　北海道支社 支社長　丸山　聡史 札幌市北区北8条西6丁目2番地　新和ビル 060-0808 011-717-7770 011-717-5077 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 会議録調製

か 433 株式会社　会議録センター　北海道支社 支社長　丸山　聡史 札幌市北区北8条西6丁目2番地　新和ビル 060-0808 011-717-7770 011-717-5077 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 議会だより企画編集

か 433 株式会社　会議録センター　北海道支社 支社長　丸山　聡史 札幌市北区北8条西6丁目2番地　新和ビル 060-0808 011-717-7770 011-717-5077 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 議会映像配信システム、会議録検索システム

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類
木製・鋼製家具、黒板・掲示板、実験台、パーティショ
ン、書庫

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 カーテン、カーペット、暗幕、タオル、軍手

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園施設遊具・備品、保育用品

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 8 繊維部門 81 寝具類 掛布団、敷布団、毛布、シーツ、枕、座布団

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 体躯施設機器、スポーツ用機器用具、トレーニング機器

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療用ベッド、車いす、介護用品

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 内装、畳

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 テント、長靴

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 防災用品、安全靴、消火器

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 金物、日曜雑貨、陶磁器

か 820 株式会社　加藤家具店 代表取締役　加藤　貴子 帯広市西2条南4丁目19番地3 080-0012 0155-21-1111 0155-21-1110 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 AED

か 708 株式会社　かとう看板工業 代表取締役　武士澤　雄一 帯広市東7条南10丁目7番地2 080-0807 0155-26-6618 0155-26-6619 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、パネル、懸垂幕、標識、道路標識

か 708 株式会社　かとう看板工業 代表取締役　武士澤　雄一 帯広市東7条南10丁目7番地2 080-0807 0155-26-6618 0155-26-6619 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 物置、フェンス
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か 708 株式会社　かとう看板工業 代表取締役　武士澤　雄一 帯広市東7条南10丁目7番地2 080-0807 0155-26-6618 0155-26-6619 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 車両ラッピング、車体への名入れ

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町326 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両）

油圧ショベル、ブルドーザー、キャリア、杭打機、コンク
リートカッター、発電機、ウィンチ、エンジンカッター、振

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町327 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 6 車両部門 60 自動車
普通車、軽自動車、トラック、ダンプ、散水車、高所作業
車等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町328 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 タイヤショベル、フォークリフト等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町329 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 仮説ハウス、仮設トイレ、プレハブ、物置ハウス等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町330 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具

エンジン、ポンプ、ベルトコンベア、溶接機、工具、旋盤、
プレス等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町331 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 会議用テーブル、机、椅子、ロッカー等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町332 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、プリンタ、マウス他情報関連機器等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町333 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 鋼材、鋼管等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町334 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 草刈機、チェンソー等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町335 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 7 燃料部門 71 暖房機器類 ヒーター類、エアコン等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町336 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 20 リース部門 202 土木・建設機械
油圧ショベル、ブルドーザー、キャリア、杭打機、コンク
リートカッター、発電機、ウィンチ、エンジンカッター、振

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町337 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む）

普通車、軽自動車、トラック、ダンプ、散水車、高所作業
車、タイヤショベル、フォークリフト等

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町338 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 20 リース部門 204 その他
エンジン、ポンプ、ベルトコンベア、溶接機、工具、旋盤、
プレス、仮説ハウス、仮設トイレ、プレハブ、物置ハウ

か 627 株式会社　カナモト　帯広東営業所 所長　斉藤　匠 中川郡幕別町札内みずほ町339 089-0554 0155-56-3221 0155-56-5002 幕別町 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、プリンタ、マウス他情報関連機器等

か 649 株式会社　河合楽器製作所　帯広店 店長　城　和久 帯広市西19条南3丁目4-12　レインボーヴィレッジ内　2階 080-2469 0155-41-6530 0155-41-6517 帯広市 管内 3 教育部門 32 音楽関連用品
和・洋楽器全般（ピアノ、管楽器、弦楽器、打楽器、和楽
器）、楽譜、CD

か 649 株式会社　河合楽器製作所　帯広店 店長　城　和久 帯広市西19条南3丁目4-12　レインボーヴィレッジ内　2階 080-2469 0155-41-6530 0155-41-6517 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品
体育機器（卓球台、跳び箱、サッカーゴール他）、健康
機器

か 649 株式会社　河合楽器製作所　帯広店 店長　城　和久 帯広市西19条南3丁目4-12　レインボーヴィレッジ内　2階 080-2469 0155-41-6530 0155-41-6517 帯広市 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 放送設備（ミキサー、アンプ、マイク等）

か 649 株式会社　河合楽器製作所　帯広店 店長　城　和久 帯広市西19条南3丁目4-12　レインボーヴィレッジ内　2階 080-2469 0155-41-6530 0155-41-6517 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

楽器修理・ピアノ調律保守点検、特殊保健指導事業・健
康調査・体力測定・モバイルヘルスアップツール

か 723 株式会社　カンキョウ 代表取締役　根本　健史 上川郡新得町字新得東1線32番地8 081-0038 0156-64-5613 0156-64-6218 新得町 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 有機肥料

か 723 株式会社　カンキョウ 代表取締役　根本　健史 上川郡新得町字新得東1線32番地8 081-0038 0156-64-5613 0156-64-6218 新得町 管内 20 リース部門 204 その他 仮設トイレ

か 723 株式会社　カンキョウ 代表取締役　根本　健史 上川郡新得町字新得東1線32番地8 081-0038 0156-64-5613 0156-64-6218 新得町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

浄化槽保守点検業務、貯水槽清掃、雨水枡下水管渠
清掃及びカメラ調査業務

か 723 株式会社　カンキョウ 代表取締役　根本　健史 上川郡新得町字新得東1線32番地8 081-0038 0156-64-5613 0156-64-6218 新得町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路清掃業務

か 723 株式会社　カンキョウ 代表取締役　根本　健史 上川郡新得町字新得東1線32番地8 081-0038 0156-64-5613 0156-64-6218 新得町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃棄物（産業）収集運搬業務

か 723 株式会社　カンキョウ 代表取締役　根本　健史 上川郡新得町字新得東1線32番地8 081-0038 0156-64-5613 0156-64-6218 新得町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 廃棄物（産業）処分業務

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消防ホース、消火器、消化薬剤

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 9
その他の
部門 93 食料品類 次亜塩素酸ナトリウム、食品添加物アルコール

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 トイレットペーパー、日用品、石鹸洗剤、ごみ袋

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 ポリ塩化アルミニウム

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 一般建築物清掃、排水管清掃、貯水槽清掃

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

消防用設備点検、ボイラー、防火・防災点検、建築設
備・特定建築物点検

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 ごみ収集（一般・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物）

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務

消毒業務、害虫害鳥駆除、ノロウイルス、鳥インフルエ
ンザ消毒

か 831 株式会社　かんきょう 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町西1条南3丁目2番地12 082-0061 0155-62-0123 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上下水道管理、浄水場管理

か 687 株式会社　環境科学研究所　帯広産業・医療営業所 所長　大場　新吾 帯広市西5条南5丁目4番地 080-0015 0155-25-2231 0155-25-2240 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

大気測定、土壌分析、水質分析、騒音振動測定、作業
環境測定

か 484 株式会社　環境テクノス　帯広支店 取締役帯広支店長　中村　司 帯広市西16条南31丁目7番地25 080-0026 0155-48-8858 0155-47-1545 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

貯水槽清掃、排水管清掃、地下タンク漏洩検査、空気
環境測定、ねずみ昆虫等防除

か 484 株式会社　環境テクノス　帯広支店 取締役帯広支店長　中村　司 帯広市西16条南31丁目7番地25 080-0026 0155-48-8858 0155-47-1545 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 空調設備清掃・保守

か 484 株式会社　環境テクノス　帯広支店 取締役帯広支店長　中村　司 帯広市西16条南31丁目7番地25 080-0026 0155-48-8858 0155-47-1545 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 産業廃棄物収集運搬

か 62 株式会社　環境プロジェクト 代表取締役　工藤　信次 札幌市厚別区厚別西1条1丁目8番10号 004-0061 011-895-6210 011-895-6245 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

環境測定及び水質等検査業務、作業環境測定、建築物
空気環境測定、建築物飲料水水質検査、ボイラー等ば

か 62 株式会社　環境プロジェクト 代表取締役　工藤　信次 札幌市厚別区厚別西1条1丁目8番10号 004-0061 011-895-6210 011-895-6245 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 温泉分析
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か 257 株式会社　管路診断 代表取締役社長　河村　俊一郎 岩見沢市幌向南2条5丁目387番地5 069-0372 0126-26-2913 0126-26-4435 岩見沢市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上水道漏水調査業務

か 667 カンエイ実業株式会社帯広営業所 所長　大塩　昇 帯広市東9条南7丁目2番地 080-0809 0155-22-4971 0155-22-4974 帯広市 管内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水処理装置、空調用フィルター、次亜塩素酸ナトリウ
ム、ポリ塩化アルミニウム

か 667 カンエイ実業株式会社帯広営業所 所長　大塩　昇 帯広市東9条南7丁目2番地 080-0809 0155-22-4971 0155-22-4974 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 水処理装置修繕、薬液注入ポンプ修繕

か 667 カンエイ実業株式会社帯広営業所 所長　大塩　昇 帯広市東9条南7丁目2番地 080-0809 0155-22-4971 0155-22-4974 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 排水処理薬剤、消毒用アルコール

か 667 カンエイ実業株式会社帯広営業所 所長　大塩　昇 帯広市東9条南7丁目2番地 080-0809 0155-22-4971 0155-22-4974 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

貯水槽清掃

か 667 カンエイ実業株式会社帯広営業所 所長　大塩　昇 帯広市東9条南7丁目2番地 080-0809 0155-22-4971 0155-22-4974 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 ばい煙測定、水質検査、室内空気環境測定

か 624 環境クリエイト　株式会社 代表取締役　細川　裕俊 札幌市東区北20条東2丁目2番32号 065-0020 011-748-3241 011-748-3242 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

アスベスト調査・測定・分析、工場・処理場等の作業環
境測定、工場・処理場等の排水等の水質検査、河川流

か 595 環境資材　有限会社　帯広営業所 所長　伊藤　勝道 帯広市西5条北3丁目11-2（広瀬ビルC) 080-0035 0155-20-1181 0155-20-1182 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 フェンス

か 595 環境資材　有限会社　帯広営業所 所長　伊藤　勝道 帯広市西5条北3丁目11-2（広瀬ビルC) 080-0035 0155-20-1181 0155-20-1182 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園施設遊具・備品

か 595 環境資材　有限会社　帯広営業所 所長　伊藤　勝道 帯広市西5条北3丁目11-2（広瀬ビルC) 080-0035 0155-20-1181 0155-20-1182 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、道路標識

か 474 有限会社　片岡商店 代表取締役　片岡　俊治 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1512 0155-52-2230 0155-52-2500 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農薬（普通、毒劇物）

か 474 有限会社　片岡商店 代表取締役　片岡　俊治 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1512 0155-52-2230 0155-52-2500 更別村 村内 7 燃料部門 70 各種燃料 LPガス（液化石油ガス登録）

か 474 有限会社　片岡商店 代表取締役　片岡　俊治 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1512 0155-52-2230 0155-52-2500 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類 米穀卸小売（精米）、雑穀（豆類選別）卸小売

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農林業用機器及び園芸資材

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 その他各種機器及び工具

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 産業部門機器修繕

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 6 車両部門 60 自動車 自動車

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 特殊車両及びその他車両・架装

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両部品・自動車用品

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両部門修繕

か 401 有限会社　加藤自動車 代表取締役　加藤　昌生 河西郡更別村字更別南1線96番地 089-1502 0155-52-2175 050-7520-2175 更別村 村内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 車両（特殊車両含む）

か 953 株式会社　カスタマーリレーションテレマーケティング 代表取締役　植原　大祐 大阪市北区曽根崎1丁目2番9号 530-0057 06-6316-8060 06-6316-8063 大阪府 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 コールセンター業務（事務業務・データ入力作業）

き 309 株式会社　北口電器商会 代表取締役　秋田谷　文雄 帯広市西24条北2丁目5番52 080-2464 0155-37-4466 0155-37-4861 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

空調設備、電気設備、照明器具、無線機器、非常用発
電機、無停電電源装置

き 309 株式会社　北口電器商会 代表取締役　秋田谷　文雄 帯広市西24条北2丁目5番52 080-2464 0155-37-4466 0155-37-4861 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 デジタル無線機器修繕

き 309 株式会社　北口電器商会 代表取締役　秋田谷　文雄 帯広市西24条北2丁目5番52 080-2464 0155-37-4466 0155-37-4861 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 空調設備、電気設備、火災報知器の保守点検

き 476 株式会社　キャンサースキャン 代表取締役　福吉　潤 東京都品川区西五反田1丁目3番8号 141-0031 03-6420-3390 03-6420-3394 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 特定健診、がん検診受診勧奨及びデータ分析業務

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） パワーショベル、タイヤショベル、発電機

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 水中ポンプ

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 9
その他の
部門 97 その他 仮設ハウス、仮設トイレ

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 トラクター等

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 乗用車、ダンプ、クレーン車、高所作業車等

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 20 リース部門 202 土木・建設機械 パワーショベル、タイヤショベル、発電機、水中ポンプ

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 20 リース部門 203 医療機器 AED

き 873 株式会社　共成レンテム　広尾営業所 所長　川瀬　浩由 広尾郡広尾町並木通東3丁目50番地 089-2624 01558-2-0256 01558-2-0356 広尾町 南十勝 20 リース部門 204 その他 仮設ハウス、仮設トイレ、物置

き 591 株式会社　キロコ電気 代表取締役　木呂子　真彦 帯広市新町西9丁目2番地 080-0053 0155-33-3070 0155-33-3239 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電気通信機器及び資材、防犯防災機器、監視制御機
器、無線通信機器

き 591 株式会社　キロコ電気 代表取締役　木呂子　真彦 帯広市新町西9丁目2番地 080-0053 0155-33-3070 0155-33-3239 帯広市 管内 3 教育部門 34 各種教材用品 視聴覚機器、AV機器、PC機器

き 591 株式会社　キロコ電気 代表取締役　木呂子　真彦 帯広市新町西9丁目2番地 080-0053 0155-33-3070 0155-33-3239 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具

廃棄物処理機械、ペットボトル減容機、粉砕機、金属選
別圧縮機

き 591 株式会社　キロコ電気 代表取締役　木呂子　真彦 帯広市新町西9丁目2番地 080-0053 0155-33-3070 0155-33-3239 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電話交換機等の保守・定期点検、無線設備の保守・定
期点検、火災報知機設備の保守・定期点検、テレビ電

き 11 北沢産業　株式会社　帯広営業所 所長　渡辺　宏基 帯広市西4条南28丁目2-5 080-0014 0155-22-6969 0155-22-6979 帯広市 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具 業務用・給食用厨房機器

き 11 北沢産業　株式会社　帯広営業所 所長　渡辺　宏基 帯広市西4条南28丁目2-5 080-0014 0155-22-6969 0155-22-6979 帯広市 管内 7 燃料部門 71 暖房機器類 業務用ガステーブル他



頭文字
受付
番号 名称 代表者氏名 住所 郵便番号 電話番号 FAX番号

営業所
所在地

管内管外 コード 大分類名称 コード 中分類名称 備考

き 11 北沢産業　株式会社　帯広営業所 所長　渡辺　宏基 帯広市西4条南28丁目2-5 080-0014 0155-22-6969 0155-22-6979 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 業務用・給食用調理道具・食器類

き 11 北沢産業　株式会社　帯広営業所 所長　渡辺　宏基 帯広市西4条南28丁目2-5 080-0014 0155-22-6969 0155-22-6979 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 業務用家具類

き 70 北第百通信電気　株式会社 代表取締役　松本　善之 札幌市豊平区平岸1条３丁目２番３３号 062-0931 011-598-1712 011-598-0142 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電話交換機、通信機器、音響機器、映像機器、放送設
備

き 70 北第百通信電気　株式会社 代表取締役　松本　善之 札幌市豊平区平岸1条３丁目２番３３号 062-0931 011-598-1712 011-598-0142 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 事務機器、OA機器、パソコン、周辺機器、複合機

き 70 北第百通信電気　株式会社 代表取締役　松本　善之 札幌市豊平区平岸1条３丁目２番３３号 062-0931 011-598-1712 011-598-0142 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 電話設備機器、OA機器、パソコン

き 70 北第百通信電気　株式会社 代表取締役　松本　善之 札幌市豊平区平岸1条３丁目２番３３号 062-0931 011-598-1712 011-598-0142 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 緊急通報装置

き 70 北第百通信電気　株式会社 代表取締役　松本　善之 札幌市豊平区平岸1条３丁目２番３３号 062-0931 011-598-1712 011-598-0142 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電話設備、放送設備、ネットワーク設備

き 382 北原通信　株式会社 代表取締役　伊藤　充 帯広市東9条南14丁目2番地 080-0809 0155-22-2221 0155-26-3187 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電話機、電話交換機、通信機器、電線等

き 382 北原通信　株式会社 代表取締役　伊藤　充 帯広市東9条南14丁目2番地 080-0809 0155-22-2221 0155-26-3187 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電話機、電話交換機、通信機器、電線等の修繕

き 382 北原通信　株式会社 代表取締役　伊藤　充 帯広市東9条南14丁目2番地 080-0809 0155-22-2221 0155-26-3187 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 電話機、FAX、ルーター等

き 382 北原通信　株式会社 代表取締役　伊藤　充 帯広市東9条南14丁目2番地 080-0809 0155-22-2221 0155-26-3187 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 FAX用紙、課金用紙等

き 382 北原通信　株式会社 代表取締役　伊藤　充 帯広市東9条南14丁目2番地 080-0809 0155-22-2221 0155-26-3187 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消火栓ホース、消火器、消火薬剤等

き 382 北原通信　株式会社 代表取締役　伊藤　充 帯広市東9条南14丁目2番地 080-0809 0155-22-2221 0155-26-3187 帯広市 管内 9
その他の
部門 98 その他修繕 消火栓ホース、消火器等修繕

き 382 北原通信　株式会社 代表取締役　伊藤　充 帯広市東9条南14丁目2番地 080-0809 0155-22-2221 0155-26-3187 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電話設備等の保守点検、火災報知器等の保守点検

き 449 キハラ　株式会社　北海道営業所 所長　伊藤　智明 札幌市豊平区西岡5条3丁目8-15 062-0035 011-857-3331 011-857-5211 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 図書館用品、事務用家具

き 449 キハラ　株式会社　北海道営業所 所長　伊藤　智明 札幌市豊平区西岡5条3丁目8-15 062-0035 011-857-3331 011-857-5211 札幌市 道内 4 事務部門 42 家具・調度類 図書館用品（カード、ラベル、Bコート）

き 449 キハラ　株式会社　北海道営業所 所長　伊藤　智明 札幌市豊平区西岡5条3丁目8-15 062-0035 011-857-3331 011-857-5211 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 事務用品、OA機器等

き 449 キハラ　株式会社　北海道営業所 所長　伊藤　智明 札幌市豊平区西岡5条3丁目8-15 062-0035 011-857-3331 011-857-5211 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 図書館管理業務用パソコン及び周辺機器

き 449 キハラ　株式会社　北海道営業所 所長　伊藤　智明 札幌市豊平区西岡5条3丁目8-15 062-0035 011-857-3331 011-857-5211 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 図書館業務用システム開発、プログラム作成

き 449 キハラ　株式会社　北海道営業所 所長　伊藤　智明 札幌市豊平区西岡5条3丁目8-15 062-0035 011-857-3331 011-857-5211 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 図書館用備品の保守業務

き 226 キヤノンメディカルシステムズ　株式会社　帯広営業所 所長　落合　一夫 帯広市西16条南1丁目18番5号　オフィスフリーダム161 080-0026 0155-34-9437 0155-34-9456 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
診断用Ｘ線装置、医用X線CT装置、磁気共鳴画像診断
装置、超音波画像診断装置、診断用核医学装置、治療

き 226 キヤノンメディカルシステムズ　株式会社　帯広営業所 所長　落合　一夫 帯広市西16条南1丁目18番5号　オフィスフリーダム161 080-0026 0155-34-9437 0155-34-9456 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 医用コンピュータシステム、ＯＡ機器

き 226 キヤノンメディカルシステムズ　株式会社　帯広営業所 所長　落合　一夫 帯広市西16条南1丁目18番5号　オフィスフリーダム161 080-0026 0155-34-9437 0155-34-9456 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 医療機器の修理・保守

き 612 キヤノンメディカルファイナンス　株式会社 代表取締役　田仲　純 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番10号 103-0013 03-6371-4591 03-6371-1970 東京都 道外 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
生体検査機器、検体検査機器、治療用機器、放射線関
連機器

き 612 キヤノンメディカルファイナンス　株式会社 代表取締役　田仲　純 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番10号 103-0013 03-6371-4591 03-6371-1970 東京都 道外 20 リース部門 203 医療機器
生体検査機器、検体検査機器、治療用機器、放射線関
連機器

き 612 キヤノンメディカルファイナンス　株式会社 代表取締役　田仲　純 東京都中央区日本橋人形町2丁目14番10号 103-0013 03-6371-4591 03-6371-1970 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 医療機器の保守業務

き 665 共和化工　株式会社　札幌支店 支店長　渡邉　康大 札幌市中央区北2条東2丁目1番17号 060-0032 011-596-9904 011-596-9905 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 化学工業薬品（水処理施設使用薬品全般）

き 665 共和化工　株式会社　札幌支店 支店長　渡邉　康大 札幌市中央区北2条東2丁目1番17号 060-0032 011-596-9904 011-596-9905 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

水処理プラント維持管理業務

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 複写機、パソコン、タブレット、プリンタ、大判プリンタ

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 複写機修繕

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

事務用器具及び文具類、コンピュータ用品、パソコンソ
フト

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 オフィスファニチャ

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品
デジタルカメラ、ネットワークカメラ、ビデオカメラ、プロ
ジェクタ

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 複写機、パソコン、タブレット、プリンタ、大判プリンタ

き 934 キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　北海道東営業部　帯広営業所 部長　内山　拓 帯広市西3条南9丁目2 080-0013 0155-25-2516 0155-25-2575 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 AED

き 955 北北海道ダイハツ販売　株式会社　帯広店 店長　米澤　大輔 帯広市西16条北1丁目21番地 080-0046 0155-34-5562 0155-35-0701 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 普通乗用車

き 955 北北海道ダイハツ販売　株式会社　帯広店 店長　米澤　大輔 帯広市西16条北1丁目21番地 080-0046 0155-34-5562 0155-35-0701 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両の点検・整備

き 955 北北海道ダイハツ販売　株式会社　帯広店 店長　米澤　大輔 帯広市西16条北1丁目21番地 080-0046 0155-34-5562 0155-35-0701 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 車両（特殊大型車両以外）

き 963 合同会社　近代サービス 代表社員　瀬戸　敏行 帯広市東3条南25丁目1番2号 080-0803 0155-28-2301 0155-23-5110 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 残骨灰回収業務



頭文字
受付
番号 名称 代表者氏名 住所 郵便番号 電話番号 FAX番号

営業所
所在地

管内管外 コード 大分類名称 コード 中分類名称 備考

き 986 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役　中村　幸治 東京都千代田区外神田2丁目18番8号 101-8621 03-5295-7790 03-5295-7874 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

保育所・児童館・放課後児童・学校公務補・事務生・図
書館・学校図書館

ぎ 301 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所 取締役兼東京営業所長　濱野　尚子 東京都中央区日本橋小舟町9番3号　日本橋相互ビル505号 103-0024 03-6264-8781 03-6264-8782 東京都 道外 20 リース部門 204 その他 議場音響録音機器、映像配信機器等リース

ぎ 301 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所 取締役兼東京営業所長　濱野　尚子 東京都中央区日本橋小舟町9番3号　日本橋相互ビル505号 103-0024 03-6264-8781 03-6264-8782 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 議会会議録作成、各種会議等録音反訳、速記

ぎ 301 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所 取締役兼東京営業所長　濱野　尚子 東京都中央区日本橋小舟町9番3号　日本橋相互ビル505号 103-0024 03-6264-8781 03-6264-8782 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

音声認識システム・議会会議録検索システム、議会映
像配信システム、議会資料共有システムの運用、保

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 3 教育部門 33 図書及び出版物 一般法令加除式図書、追録、雑誌、単行本、CD

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 年史、村史、記念誌、ポスター、要覧

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 源泉徴収票　他

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 3 教育部門 34 各種教材用品 学校用教材教具

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 OA機器、ソフトウエア、関連機器

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 PC、プリンタ、ソフトウエア、関連機器

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 自社開発の電算機器保守、OAシステム設計

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 記念事業の企画運営、記念誌の出版、各種計画策定

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 議事録の調製、データ構築、テープ起こし

ぎ 24 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 支社長　阿部　和彦 札幌市中央区北5条西6-2-2　札幌センタービル4階 060-0005 011-241-1971 011-241-1973 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

記念誌等の編集・執筆、ＯＡシステムの設計・プログラ
ム開発・作成、各種講演会、研修会、各種記念事業の

ぎ 988 株式会社　行政システム研究所 代表取締役　城　克幸 札幌市中央区南3条西10丁目1001番地5 060-0063 011-374-6088 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発及販売・導入支援及データエントリー・保
守・技術研修及経営戦略等に関するセミナー講演会の

く 902 株式会社　ＫＯＯ 代表取締役　中村　友 小樽市若松2丁目5番14号 047-0017 0134-65-8181 0134-65-8182 小樽市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 軽印刷（少部数の簡易製版及び印刷）

く 902 株式会社　ＫＯＯ 代表取締役　中村　友 小樽市若松2丁目5番14号 047-0017 0134-65-8181 0134-65-8182 小樽市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

ビデオ制作、ドローンによる空撮映像制作、ＶＲコンテン
ツ制作、各種企画デザイン

く 193 株式会社　クラーク総合通商 代表取締役　廣田　勝年 千歳市本町1丁目1番地1 066-0047 0123-21-8730 0123-49-6378 千歳市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 火葬場残骨灰処理業務

く 720 株式会社　栗林商会　帯広支店 支店長　脇坂　聡一 帯広市西8条南6丁目4番地 080-0018 0155-23-8207 0155-23-8208 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

空調設備、ボイラー、発電機、パソコン、通信機器、電
気機器、電気製品、照明器具

く 720 株式会社　栗林商会　帯広支店 支店長　脇坂　聡一 帯広市西8条南6丁目4番地 080-0018 0155-23-8207 0155-23-8208 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料
建具、ブロック類、ヒューム管、ワイヤー、建築金物類、
鉄鋼材、コンクリート製品、ウレタン系ｺﾞﾑ舗装材、凍結

く 720 株式会社　栗林商会　帯広支店 支店長　脇坂　聡一 帯広市西8条南6丁目4番地 080-0018 0155-23-8207 0155-23-8208 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 焼却炉

く 720 株式会社　栗林商会　帯広支店 支店長　脇坂　聡一 帯広市西8条南6丁目4番地 080-0018 0155-23-8207 0155-23-8208 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 ＯＡ機器、複写機、複合機、発券機

く 720 株式会社　栗林商会　帯広支店 支店長　脇坂　聡一 帯広市西8条南6丁目4番地 080-0018 0155-23-8207 0155-23-8208 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 組立ハウス、コンテナ

く 493 釧路トヨタ自動車株式会社　帯広支店 支店長　若原　公廣 帯広市東2条南10丁目20番地 080-0802 0155-24-4171 0155-24-4175 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 乗用車、貨物車

く 493 釧路トヨタ自動車株式会社　帯広支店 支店長　若原　公廣 帯広市東2条南10丁目20番地 080-0802 0155-24-4171 0155-24-4175 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 タイヤ、ワイパー等

く 493 釧路トヨタ自動車株式会社　帯広支店 支店長　若原　公廣 帯広市東2条南10丁目20番地 080-0802 0155-24-4171 0155-24-4175 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両修繕

く 493 釧路トヨタ自動車株式会社　帯広支店 支店長　若原　公廣 帯広市東2条南10丁目20番地 080-0802 0155-24-4171 0155-24-4175 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 乗用車、貨物車

く 337 クマリフト　株式会社　札幌営業所 所長　西條　洋 札幌市白石区米里1条3丁目1番1号 003-0871 011-871-7441 011-871-7446 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

エレベーター、小荷物専用昇降機、階段昇降機保守点
検業務

く 8 クリーン開発　株式会社 代表取締役　樋口　昭夫 帯広市西23条北1丁目1番16号 080-2463 0155-37-4060 0155-62-6381 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

貯水槽清掃、浄化槽清掃、浄化槽維持管理

く 8 クリーン開発　株式会社 代表取締役　樋口　昭夫 帯広市西23条北1丁目1番16号 080-2463 0155-37-4060 0155-62-6381 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路清掃、道路維持管理

く 8 クリーン開発　株式会社 代表取締役　樋口　昭夫 帯広市西23条北1丁目1番16号 080-2463 0155-37-4060 0155-62-6381 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃棄物（産業）収集運搬

く 8 クリーン開発　株式会社 代表取締役　樋口　昭夫 帯広市西23条北1丁目1番16号 080-2463 0155-37-4060 0155-62-6381 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 廃棄物（産業）処分

く 770 公益社団法人　釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会 代表理事　瘧師　敏幸 釧路市宮本1丁目2番4号 085-0833 0154-44-7772 0154-43-2045 釧路市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 土地家屋調査士

く 380 有限会社　クリーン・ケアシステム 代表取締役　成清　勉 帯広市西16条南5丁目38番4号 080-0026 0155-41-7788 0155-41-7789 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 清掃業務

く 380 有限会社　クリーン・ケアシステム 代表取締役　成清　勉 帯広市西16条南5丁目38番4号 080-0026 0155-41-7788 0155-41-7789 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 警備業務

く 380 有限会社　クリーン・ケアシステム 代表取締役　成清　勉 帯広市西16条南5丁目38番4号 080-0026 0155-41-7788 0155-41-7789 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈業務

く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電話機、交換機、照明器具（LED）

く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 4 事務部門 40 事務用機械 OA機器（パソコン等）

く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

各種筆記用具、文房具一式、事務用紙、コンピュータ用
品、パソコン

く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類 食料品類
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く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 防災・保安及び消防機材

く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 20 リース部門 201 事務用機器 電子計算機、パソコン及び周辺機器、複写機等

く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電話機交換・電話移設に関わる工事等、無線局免許申
請、販売に付随する取付、保守点検等、電気設備

く 935 合同会社　KUWANTech 代表社員　桑野木　智穂 河西郡更別村字更別南1線93番地4 089-1542 050-5896-1926 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 環境調査、IT調査関連

こ 371 株式会社　公清企業 代表取締役　原田　利明 札幌市中央区北1条東15丁目140番地 060-0031 011-221-8881 011-221-6501 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水道管内清掃及びテレビカメラ調査

こ 371 株式会社　公清企業 代表取締役　原田　利明 札幌市中央区北1条東15丁目140番地 060-0031 011-221-8881 011-221-6501 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 大気、土壌、騒音、飲料水、河川水等

こ 371 株式会社　公清企業 代表取締役　原田　利明 札幌市中央区北1条東15丁目140番地 060-0031 011-221-8881 011-221-6501 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物収集運搬処分

こ 910 株式会社　コトブキ　札幌支店 支店長　近藤　香織 札幌市中央区大通東2丁目3番地　第36桂和ビル 060-0041 011-221-3496 011-271-9150 札幌市 道内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園遊具、健康器具

こ 910 株式会社　コトブキ　札幌支店 支店長　近藤　香織 札幌市中央区大通東2丁目3番地　第36桂和ビル 060-0041 011-221-3496 011-271-9150 札幌市 道内 4 事務部門 42 家具・調度類 公共広場等の屋内外テーブル、ベンチ類、家具類

こ 910 株式会社　コトブキ　札幌支店 支店長　近藤　香織 札幌市中央区大通東2丁目3番地　第36桂和ビル 060-0041 011-221-3496 011-271-9150 札幌市 道内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、案内板

こ 910 株式会社　コトブキ　札幌支店 支店長　近藤　香織 札幌市中央区大通東2丁目3番地　第36桂和ビル 060-0041 011-221-3496 011-271-9150 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 公園遊具等の修繕・点検業務

こ 503 株式会社　小林舞台システム 代表取締役　小林　正志 恵庭市戸磯76番26 061-1405 0123-34-6600 0123-34-6606 恵庭市 道内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品

どんちょう、暗幕、舞台幕、横断幕、懸垂幕、カーテン、
カーペット

こ 503 株式会社　小林舞台システム 代表取締役　小林　正志 恵庭市戸磯76番26 061-1405 0123-34-6600 0123-34-6606 恵庭市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 舞台照明、音響設備

こ 503 株式会社　小林舞台システム 代表取締役　小林　正志 恵庭市戸磯76番26 061-1405 0123-34-6600 0123-34-6606 恵庭市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 舞台吊物機構設備保守点検業務

こ 918 コウフ・フィールド　株式会社　北海道支店 支店長　進藤　亘 札幌市白石区菊水元町9条2-10-12 003-0829 011-595-7420 011-595-8542 札幌市 道内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ用品・機器・設備等

こ 918 コウフ・フィールド　株式会社　北海道支店 支店長　進藤　亘 札幌市白石区菊水元町9条2-10-12 003-0829 011-595-7420 011-595-8542 札幌市 道内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 芝刈機、芝管理機械等

こ 666 小島商店 小島　康子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2443 0155-52-2443 更別村 村内 3 教育部門 33 図書及び出版物 書籍

こ 666 小島商店 小島　康子 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2443 0155-52-2443 更別村 村内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 紙製品、文房具

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両）

ブルドーザー、油圧ショベル、ホイールローダー、その
他土木建設機械

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

ブルドーザー、油圧ショベル、ホイールローダー、その
他農林業用機械

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 土木建設機械、農林業用機械の修理全般

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 トラック（8t以上・8t以下）車検業務

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装

ロータリー除雪車、グレーダー、スノーローダー、硬質物
破砕機等

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 土木建設車輌・農林業用車輌の部品、用品他全般

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 土木建設車輌・農林業用車輌の修理、整備、点検全般

こ 271 コマツ道東　株式会社　帯広支店 支店長　山口　英明 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-37-3111 0155-37-4292 帯広市 管内 7 燃料部門 70 各種燃料
エンジンオイル、ギアーオイル、ブレーキオイル、グリス
他

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両）

ブルドーザー、油圧ショベル、ホイールローダー、モー
ターグレーダー他土木建設機械

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

ブルドーザー、油圧ショベル、ホイールローダー、モー
ターグレーダー他農林業用機械

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 土木建設機械・農林業用機械の修理全般

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 草刈機等

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 建設工事用プレハブ・仮設トイレ

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 ダンプ、トラック等の商用車

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 ロータリー除雪車、スノーローダー等

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 土木建設機械・農林業用機械の部品・用品等

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む）

ロータリー除雪車・グレーダー・スノーローダー・ダンプ・
トラック等

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 20 リース部門 202 土木・建設機械 土木建設機械、農林業用機械、硬質破砕機等

こ 144 コマツレンタル道東　株式会社 代表取締役　中島　良太 帯広市西24条北1丁目3番4号 080-2464 0155-38-8800 0155-37-3900 帯広市 管内 20 リース部門 204 その他
情報化施工・ユニットハウス・草刈機・洗浄機・設備機械
等

こ 91 特定非営利活動法人　コブシ会 理事長　田中　政憲 帯広市西12条北1丁目11番地1 080-0042 0155-38-3715 0155-38-3716 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 火葬場火葬及び管理業務

さ 719 株式会社　サーベイリサーチセンター　北海道事務所 所長　人見　俊介 札幌市中央区南1条西6丁目11番地 060-0061 011-200-5808 011-200-5805 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 データ入力、システム設計・開発、システム保守・運用

さ 719 株式会社　サーベイリサーチセンター　北海道事務所 所長　人見　俊介 札幌市中央区南1条西6丁目11番地 060-0061 011-200-5808 011-200-5805 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

調査業務、交通量調査、社会調査、各種アンケート調
査、福祉保健計画、介護保険事業計画、各種計画策定
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さ 103 株式会社　札幌ニット 代表取締役　武田　久 札幌市白石区本郷通4丁目南2番9号 003-0024 011-864-3477 011-865-5364 札幌市 道内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園遊具

さ 103 株式会社　札幌ニット 代表取締役　武田　久 札幌市白石区本郷通4丁目南2番9号 003-0024 011-864-3477 011-865-5364 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 ベンチ等の公園施設製品

さ 103 株式会社　札幌ニット 代表取締役　武田　久 札幌市白石区本郷通4丁目南2番9号 003-0024 011-864-3477 011-865-5364 札幌市 道内 3 教育部門 30 スポーツ用品 テニス用品、パークゴルフ用品等のスポーツ用品

さ 103 株式会社　札幌ニット 代表取締役　武田　久 札幌市白石区本郷通4丁目南2番9号 003-0024 011-864-3477 011-865-5364 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 公園遊具保守点検

さ 281 株式会社　札幌北洋リース 代表取締役　村田　圭二 札幌市中央区大通西3丁目11番地 060-0042 011-231-7135 011-222-5602 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、コピー機、複合機、サーバー

さ 281 株式会社　札幌北洋リース 代表取締役　村田　圭二 札幌市中央区大通西3丁目11番地 060-0042 011-231-7135 011-222-5602 札幌市 道内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 乗用車、貨物車、特殊自動車

さ 281 株式会社　札幌北洋リース 代表取締役　村田　圭二 札幌市中央区大通西3丁目11番地 060-0042 011-231-7135 011-222-5602 札幌市 道内 20 リース部門 202 土木・建設機械 パワーショベル、ホイールローダー、ブルドーザ

さ 281 株式会社　札幌北洋リース 代表取締役　村田　圭二 札幌市中央区大通西3丁目11番地 060-0042 011-231-7135 011-222-5602 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 AED、CT、MRI

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 水処理剤

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 7 燃料部門 70 各種燃料 軽油、BDF

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 6 車両部門 63 車両部門修繕 鈑金塗装

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両部分、カーバッテリー

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 1 産業部門 6 理化学機器 水質分析機材

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 20 リース部門 204 その他 仮設トイレ

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水処理場、浄化槽清掃、浄化槽維持管理

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 廃棄物（一般・産業）処分

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃棄物（一般・産業）収集運搬

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈り

さ 29 株式会社　更別企業 代表取締役　爲廣　正彦 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 0155-52-3183 0155-52-3186 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 イベント企画・運営・広告

さ 648 株式会社　さらべつ産業振興公社 代表取締役　森　稔宏 河西郡更別村字弘和464番地1 089-1582 0155-53-3663 0155-53-3301 更別村 村内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 衣料品、自動車用品の販売

さ 648 株式会社　さらべつ産業振興公社 代表取締役　森　稔宏 河西郡更別村字弘和464番地1 089-1582 0155-53-3663 0155-53-3301 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類

観光みやげ物及び清涼飲料水、酒、タバコ、食料品の
販売

さ 648 株式会社　さらべつ産業振興公社 代表取締役　森　稔宏 河西郡更別村字弘和464番地1 089-1582 0155-53-3663 0155-53-3301 更別村 村内 9
その他の
部門 97 その他 出版物の企画、発行

さ 648 株式会社　さらべつ産業振興公社 代表取締役　森　稔宏 河西郡更別村字弘和464番地1 089-1582 0155-53-3663 0155-53-3301 更別村 村内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 自動車用品の賃貸

さ 648 株式会社　さらべつ産業振興公社 代表取締役　森　稔宏 河西郡更別村字弘和464番地1 089-1582 0155-53-3663 0155-53-3301 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

広告代理業、地域産業に関する商品の開発、宣伝、販
売、出版物の企画、発行

さ 648 株式会社　さらべつ産業振興公社 代表取締役　森　稔宏 河西郡更別村字弘和464番地1 089-1582 0155-53-3663 0155-53-3301 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

公園、駐車場、便所、観光物産館、オートキャンプ場、ス
ポーツ施設等の管理運営業務

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農園業用資材、庭石、客土、芝生、種子、樹木

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 コンクリート二次製品・木製二次製品、環境製品

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 運動器具・設備、公園遊具・器具

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 業務用テント、シート

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、掲示板、サイン板

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 布地

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈・芝刈業務、樹木管理、剪定、防除、伐採業務

さ 224 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 取締役営業所長　上田　雅史 帯広市東3条南25丁目6番地 080-0803 0155-23-6896 0155-21-7802 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

公園遊具点検調査、公園遊具修繕、噴水設備保守点
検整備、グランド芝生維持管理

さ 423 坂本工建　株式会社 代表取締役　坂本　夕樹 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地 080-0312 0155-66-5131 0155-31-0400 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 除雪・排雪業務

さ 423 坂本工建　株式会社 代表取締役　坂本　夕樹 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目4番地 080-0312 0155-66-5131 0155-31-0400 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈・芝刈業務

さ 767 札幌北営　株式会社 代表取締役　小松　正志 札幌市西区八軒4条西4丁目4-6 063-0844 011-612-1675 011-612-9692 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 水処理用固形塩素剤、高分子凝集剤

さ 242 札幌施設管理　株式会社 代表取締役　田中　芳章 札幌市白石区南郷通14丁目北3番37号 003-0023 011-868-5000 011-868-5001 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

配水池等ロボット清掃、配管劣化調査診断

さ 242 札幌施設管理　株式会社 代表取締役　田中　芳章 札幌市白石区南郷通14丁目北3番37号 003-0023 011-868-5000 011-868-5001 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 配水管等漏水調査

さ 312 更別村農業協同組合 代表理事組合長　若園　則明 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1592 0155-52-2377 0155-52-3264 更別村 村内 7 燃料部門 70 各種燃料 車両燃料、LPガス、Ａ重油等

さ 312 更別村農業協同組合 代表理事組合長　若園　則明 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1592 0155-52-2377 0155-52-3264 更別村 村内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 工作機械器具
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さ 312 更別村農業協同組合 代表理事組合長　若園　則明 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1592 0155-52-2377 0155-52-3264 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農林業用種苗薬品資材類

さ 312 更別村農業協同組合 代表理事組合長　若園　則明 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1592 0155-52-2377 0155-52-3264 更別村 村内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 機械修繕

さ 312 更別村農業協同組合 代表理事組合長　若園　則明 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1592 0155-52-2377 0155-52-3264 更別村 村内 3 教育部門 33 図書及び出版物 新聞購読等

さ 312 更別村農業協同組合 代表理事組合長　若園　則明 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1592 0155-52-2377 0155-52-3264 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 保険業務等

さ 778 三協フロンティア　株式会社　札幌支店 支店長　高橋　祐二 札幌市中央区大通東7丁目12　ノースシティテクノビル　5F 060-0040 011-219-3131 011-219-3134 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 組立ハウス、倉庫、仮設トイレ

さ 778 三協フロンティア　株式会社　札幌支店 支店長　高橋　祐二 札幌市中央区大通東7丁目12　ノースシティテクノビル　5F 060-0040 011-219-3131 011-219-3134 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 組立ハウス、倉庫、仮設トイレ

さ 179 サンテクノ　株式会社 代表取締役　兼子　賢 帯広市西23条北2丁目17番8 080-2463 0155-37-1811 0155-37-1822 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水道汚水管、雨水桝清掃委託業務、道路清掃、地下
タンク及び埋設配管漏洩検査、建築物飲料水貯水槽清

さ 179 サンテクノ　株式会社 代表取締役　兼子　賢 帯広市西23条北2丁目17番8 080-2463 0155-37-1811 0155-37-1822 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬

さ 179 サンテクノ　株式会社 代表取締役　兼子　賢 帯広市西23条北2丁目17番8 080-2463 0155-37-1811 0155-37-1822 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物処分

さ 267 三立運輸　有限会社 代表取締役　尾畑　誠 河西郡更別村字更別194番地22 089-1502 0155-52-2935 0155-52-3388 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 村道の整地及び除雪委託業務

さ 267 三立運輸　有限会社 代表取締役　尾畑　誠 河西郡更別村字更別194番地22 089-1502 0155-52-2935 0155-52-3388 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 資源ごみ運搬委託業務

さ 267 三立運輸　有限会社 代表取締役　尾畑　誠 河西郡更別村字更別194番地22 089-1502 0155-52-2935 0155-52-3388 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 村道及び公共施設等の除排雪委託業務

さ 645 三和薬品　株式会社 代表取締役　齊藤　義人 釧路市駒場町13番12号 085-0048 0154-25-4488 0154-25-4821 釧路市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医薬品

さ 623 社会福祉法人　更別村社会福祉協議会 会長　古山　うめ 河西郡更別村字更別190番地1 089-1531 0155-53-3500 0155-52-2161 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈・芝刈等業務

さ 623 社会福祉法人　更別村社会福祉協議会 会長　古山　うめ 河西郡更別村字更別190番地1 089-1531 0155-53-3500 0155-52-2161 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

社会福祉（移送・介護予防・シルバーハウジング援助員
派遣等）、公共施設管理業務（老人保健福祉センター

さ 684 有限会社　更別運輸 代表取締役　目黒　博行 河西郡更別村字更別南2線131番地6 089-1500 0155-52-2017 0155-52-2108 更別村 村内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 タイヤ販売

さ 684 有限会社　更別運輸 代表取締役　目黒　博行 河西郡更別村字更別南2線131番地6 089-1500 0155-52-2017 0155-52-2108 更別村 村内 6 車両部門 63 車両部門修繕 修理・交換

さ 684 有限会社　更別運輸 代表取締役　目黒　博行 河西郡更別村字更別南2線131番地6 089-1500 0155-52-2017 0155-52-2108 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務

一般貨物自動車運送事業、産業廃棄物収集運搬・ス
クールバス

さ 684 有限会社　更別運輸 代表取締役　目黒　博行 河西郡更別村字更別南2線131番地6 089-1500 0155-52-2017 0155-52-2108 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 除雪・排雪

さ 69 有限会社　サンポウ物流 代表取締役　高橋　恒久 苫小牧市表町1丁目4番5号 053-0022 0144-34-6691 0144-31-6634 苫小牧市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 残骨灰回処理業務

さ 2 更別森林組合 代表理事　森田　政則 河西郡更別村字更別南2線91番地4 089-1521 0155-52-2068 0155-52-2404 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 チェンソー、刈払い機

さ 2 更別森林組合 代表理事　森田　政則 河西郡更別村字更別南2線91番地4 089-1521 0155-52-2068 0155-52-2404 更別村 村内 1 産業部門 9 建材・原材料 製材品

さ 2 更別森林組合 代表理事　森田　政則 河西郡更別村字更別南2線91番地4 089-1521 0155-52-2068 0155-52-2404 更別村 村内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 丸太、杭丸太、チップ、バーク、おが粉

さ 2 更別森林組合 代表理事　森田　政則 河西郡更別村字更別南2線91番地4 089-1521 0155-52-2068 0155-52-2404 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

緑化木、殺鼠剤、林業用薬剤、林業用肥料、林業用資
材

さ 2 更別森林組合 代表理事　森田　政則 河西郡更別村字更別南2線91番地4 089-1521 0155-52-2068 0155-52-2404 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 除雪業務（所有車輌及び貸与車輌による除雪）

さ 2 更別森林組合 代表理事　森田　政則 河西郡更別村字更別南2線91番地4 089-1521 0155-52-2068 0155-52-2404 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務

村有林整備業務（下刈）、村有地及び施設の管理業務
（草刈、清掃）

さ 2 更別森林組合 代表理事　森田　政則 河西郡更別村字更別南2線91番地4 089-1521 0155-52-2068 0155-52-2404 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務

村道管理業務（貸与車輌による村道草刈、道路支障木
伐採）

さ 950 株式会社　サイネックス 代表取締役社長　村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号 543-0001 06-6766-3363 06-6766-3349 大阪府 道外 5 印刷部門 50 一般印刷 オフセット印刷（冊子・ポスター・パンフレット等）、製本

さ 950 株式会社　サイネックス 代表取締役社長　村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号 543-0001 06-6766-3363 06-6766-3349 大阪府 道外 9
その他の
部門 97 その他 サーマルカメラ販売、段ボール仮設ハウス販売

さ 950 株式会社　サイネックス 代表取締役社長　村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号 543-0001 06-6766-3363 06-6766-3349 大阪府 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発・保守（AIチャットボットやアプリ等）、デジタ
ルサイネージの作成・設置・保守及び広告掲載

さ 950 株式会社　サイネックス 代表取締役社長　村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号 543-0001 06-6766-3363 06-6766-3349 大阪府 道外 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

広報誌等の広告募集・企画・発行、ホームページの作
成・保守

さ 950 株式会社　サイネックス 代表取締役社長　村田　吉優 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号 543-0001 06-6766-3363 06-6766-3349 大阪府 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 ふるさと納税事務一括代行、配布業務委託

し 832 株式会社　シーテック 代表取締役　本間　文規 札幌市中央区南8条西7丁目1036番1 064-0808 011-511-1500 011-511-3770 札幌市 道内 1 産業部門 9 建材・原材料 ろ過用砂

し 832 株式会社　シーテック 代表取締役　本間　文規 札幌市中央区南8条西7丁目1036番1 064-0808 011-511-1500 011-511-3770 札幌市 道内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 水質浄化製品モールコード、汚濁防止フェンス

し 832 株式会社　シーテック 代表取締役　本間　文規 札幌市中央区南8条西7丁目1036番1 064-0808 011-511-1500 011-511-3770 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水、スケール分散剤

し 832 株式会社　シーテック 代表取締役　本間　文規 札幌市中央区南8条西7丁目1036番1 064-0808 011-511-1500 011-511-3770 札幌市 道内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 入浴剤、洗剤

し 832 株式会社　シーテック 代表取締役　本間　文規 札幌市中央区南8条西7丁目1036番1 064-0808 011-511-1500 011-511-3770 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他

オゾン脱臭装置、塩素滅菌装置、循環ろ過装置、オイル
フェンス、油吸着材

し 832 株式会社　シーテック 代表取締役　本間　文規 札幌市中央区南8条西7丁目1036番1 064-0808 011-511-1500 011-511-3770 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

オゾン脱臭システム保守点検業務、循環ろ過装置、塩
素滅菌器の保守管理業務

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水道用設備機器類、配管材類

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 家庭用電気機器類、電気冷暖房機器
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し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 1 産業部門 5 厨房機械器具 厨房機械器具

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 2 衛生部門 22 衛生資材 衛生陶器、水栓金具、洗面化粧台

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 2 衛生部門 23 衛生部門機器修繕 衛生設備修繕

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 7 燃料部門 70 各種燃料 白灯油、重油、液化石油ガス

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 7 燃料部門 71 暖房機器類 ストーブ、ガステーブル、ガスレンジ

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 7 燃料部門 72 燃料部門修繕 ストーブ類修繕

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

浄化槽維持管理

し 359 株式会社　昭和熱器工業 代表取締役　森田　友昭 河西郡中札内村大通北6丁目11番地 089-1310 0155-67-2361 0155-67-2303 中札内村 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 ボイラー、空調暖房設備維持管理

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 航空写真・産業写真

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン及び周辺機器、ソフトウェア（GISシステム等）

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 5 印刷部門 53 地図印刷 地図印刷

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 5 印刷部門 55 複写類
青写真、マイクロ写真、地図複製、縮尺変換図、第二原
図

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 航空写真パネル、産業写真パネル

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器、ソフトウェア（GISシステム等）

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 プログラミング、システム開発・保守、データ入力

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 埋蔵文化財発掘調査関係業務

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 埋蔵文化財発掘調査員等派遣

し 294 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 支店長　片岡　史朗 帯広市東1条南9丁目12番地2 080-0801 0155-66-9919 0155-66-9918 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 土壌汚染、環境調査

し 898 株式会社　新生堂 代表取締役　中田　知德 帯広市西2条南11丁目1 080-0012 0155-22-1345 0155-22-1346 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ用品、スポーツ機器、スポーツ用具類

し 898 株式会社　新生堂 代表取締役　中田　知德 帯広市西2条南11丁目1 080-0012 0155-22-1345 0155-22-1346 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 メダル、トロフィ、楯、カップ類

し 766 株式会社　進藤鋳造鉄工所 代表取締役　進藤　靜江 帯広市西22条北1丁目5番5号 080-2462 0155-37-2445 0155-37-3276 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 街路照明灯、街路照明器具、照明器具

し 766 株式会社　進藤鋳造鉄工所 代表取締役　進藤　靜江 帯広市西22条北1丁目5番5号 080-2462 0155-37-2445 0155-37-3276 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材

下水道マンホール鋳鉄蓋、汚水桝鋳鉄蓋、フェンス、門
扉

し 766 株式会社　進藤鋳造鉄工所 代表取締役　進藤　靜江 帯広市西22条北1丁目5番5号 080-2462 0155-37-2445 0155-37-3276 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類

標識、案内板、モニュメント、看板、ボラード、グレーチン
グ

し 766 株式会社　進藤鋳造鉄工所 代表取締役　進藤　靜江 帯広市西22条北1丁目5番5号 080-2462 0155-37-2445 0155-37-3276 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 ベンチ、ツリーサークル

し 766 株式会社　進藤鋳造鉄工所 代表取締役　進藤　靜江 帯広市西22条北1丁目5番5号 080-2462 0155-37-2445 0155-37-3276 帯広市 管内 9
その他の
部門 98 その他修繕 看板、案内板、モニュメント等修繕

し 791 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号 003-0809 011-811-2223 011-824-3487 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気機器、通信機器、ITV、照明器具、電線等

し 791 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号 003-0809 011-811-2223 011-824-3487 札幌市 道内 3 教育部門 34 各種教材用品 視聴覚機器設備、ビデオ、舞台装置等

し 791 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号 003-0809 011-811-2223 011-824-3487 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気機器、通信機器、ITV機器の修繕

し 791 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号 003-0809 011-811-2223 011-824-3487 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 事務機器、パソコン、複写機等

し 791 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号 003-0809 011-811-2223 011-824-3487 札幌市 道内 4 事務部門 44 写真用品 デジタルカメラ、ビデオカメラ、プロジェクター

し 791 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号 003-0809 011-811-2223 011-824-3487 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 避難設備、消防用品、防災用品、消火器等

し 791 システムサービス　株式会社 代表取締役　太田　竜 札幌市白石区菊水9条3丁目2番31号 003-0809 011-811-2223 011-824-3487 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備、通信設備、消防用設備等の保守点検業務

し 435 システムバンク　株式会社 代表取締役　中村　直樹 札幌市中央区大通西8丁目2番地 060-0042 011-219-2161 011-219-2152 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン及び周辺機器、ソフトウェア

し 435 システムバンク　株式会社 代表取締役　中村　直樹 札幌市中央区大通西8丁目2番地 060-0042 011-219-2161 011-219-2152 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器、ソフトウェアの賃貸借

し 435 システムバンク　株式会社 代表取締役　中村　直樹 札幌市中央区大通西8丁目2番地 060-0042 011-219-2161 011-219-2152 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システムの設計開発・保守・データ処理

し 156 渋谷醸造　株式会社 代表取締役　岡田　清信 中川郡本別町共栄14番地3 089-3305 0156-22-2077 0156-22-2156 本別町 管内 9
その他の
部門 93 食料品類 味噌、醤油、麹、甘酒

し 502 昇寿チャート　株式会社　札幌支店 支店長　佐藤　俊哉 札幌市中央区北8条西18丁目1番地7 060-0008 011-631-1115 011-631-1123 札幌市 道内 5 印刷部門 53 地図印刷 地図印刷

し 502 昇寿チャート　株式会社　札幌支店 支店長　佐藤　俊哉 札幌市中央区北8条西18丁目1番地7 060-0008 011-631-1115 011-631-1123 札幌市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 一般印刷、パンフレット、ポスター

し 502 昇寿チャート　株式会社　札幌支店 支店長　佐藤　俊哉 札幌市中央区北8条西18丁目1番地7 060-0008 011-631-1115 011-631-1123 札幌市 道内 5 印刷部門 55 複写類 大型カラーコピー、地図複写

し 502 昇寿チャート　株式会社　札幌支店 支店長　佐藤　俊哉 札幌市中央区北8条西18丁目1番地7 060-0008 011-631-1115 011-631-1123 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発、情報処理サービス、データ入力
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し 502 昇寿チャート　株式会社　札幌支店 支店長　佐藤　俊哉 札幌市中央区北8条西18丁目1番地7 060-0008 011-631-1115 011-631-1123 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 市場調査・アンケート調査の集計・分析

し 175 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号 060-0012 011-738-3330 011-738-3338 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水道メーター、鋼管、資材、計装計器等、水処理機

し 175 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号 060-0012 011-738-3330 011-738-3338 札幌市 道内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両）

発電機、受配電設備、自動制御装置、中央監視装置、
プレス機械、コンプレッサー、油圧機器、各種工具類

し 175 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号 060-0012 011-738-3330 011-738-3338 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 各種ポンプ類

し 175 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号 060-0012 011-738-3330 011-738-3338 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 水処理用薬品（苛性ソーダ、ポリ塩化アルミニウム等）

し 175 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号 060-0012 011-738-3330 011-738-3338 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 熱交換器、コンベア、高圧洗浄機

し 175 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号 060-0012 011-738-3330 011-738-3338 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上水道施設運転維持管理

し 175 新栄クリエイト　株式会社 代表取締役　大西　一洋 札幌市中央区北12条西15丁目4番1号 060-0012 011-738-3330 011-738-3338 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 上水道施設電気機械設備保守点検

し 787 シンコースポーツ北海道　株式会社 代表取締役　石崎　健太 札幌市中央区北2条西1丁目10番地 060-0002 011-212-1075 011-212-1076 札幌市 道内 3 教育部門 30 スポーツ用品 各種スポーツ用機器・用品

し 787 シンコースポーツ北海道　株式会社 代表取締役　石崎　健太 札幌市中央区北2条西1丁目10番地 060-0002 011-212-1075 011-212-1076 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 トレーニングマシン等のリース

し 787 シンコースポーツ北海道　株式会社 代表取締役　石崎　健太 札幌市中央区北2条西1丁目10番地 060-0002 011-212-1075 011-212-1076 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務

スポーツ施設等の管理運営、スポーツ教室の運営、介
護予防運動指導、スポーツインストラクター派遣等

し 133 新日本工業　株式会社 代表取締役　前田　敦 旭川市東8条6丁目5番8号 070-0028 0166-25-8959 0166-23-8051 旭川市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
ポリ塩化アルミニウム、高分子凝集剤、苛性ソーダ、硫
酸、活性炭等

し 186 シンレキ工業　株式会社　北海道事業所 北海道事業所長　板倉　強 岩見沢市栗沢町由良244番地18号 068-0111 0126-34-2050 0126-34-2051 岩見沢市 道内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材

常温合材（エムコール、ロードプラスターK）、防草目地
材（ボーソーシール）、クラック補修材（SRKシールC、

し 677 有限会社　柴田無線 代表取締役　柴田　良司 帯広市東4条南15丁目1番地3 080-0804 0155-21-6329 0155-21-6330 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 通信機器（無線装置）、電気製品

し 677 有限会社　柴田無線 代表取締役　柴田　良司 帯広市東4条南15丁目1番地3 080-0804 0155-21-6329 0155-21-6330 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 機械修繕（無線装置等）

し 677 有限会社　柴田無線 代表取締役　柴田　良司 帯広市東4条南15丁目1番地3 080-0804 0155-21-6329 0155-21-6330 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両用品（カーバッテリー）

し 677 有限会社　柴田無線 代表取締役　柴田　良司 帯広市東4条南15丁目1番地3 080-0804 0155-21-6329 0155-21-6330 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

無線装置の保守、無線設備等の点検、無線局免許手
続

し 931 公認会計士　庄司　正史事務所 庄司　正史 札幌市中央区北2条西13丁目　札幌第一会計ビル3F 060-0002 011-261-9959 011-261-9977 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 地方公会計制度財務書類作成支援業務

し 980 シミックヘルスケア・インスティテュート　株式会社 代表取締役　近藤　良仁 東京都港区芝浦1丁目1番1号 105-0023 03-6779-8160 03-6683-7855 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

感染症ワクチン接種支援、特定保健指導、ヘルスケア
関連のコールセンター、市場調査、臨床試験・研究支援

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン及び周辺機器、ＧＰＳ受信機、デジタルカメラ

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 GISソフトウェア、家屋評価システム

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 航空写真、衛星画像（GeoEye画像・WorldView画像）

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 5 印刷部門 53 地図印刷
都市計画図、道路網図、ハザードマップなどの地図印
刷

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 3 教育部門 33 図書及び出版物
ＧＩＳガイドブック販売、地図データ（住宅地図など）の販
売

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 5 印刷部門 55 複写類 第二原図、マイクロ写真

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
パソコン及び周辺機器、ＧＩＳソフトウエア　ＧＰＳ受信
機、家屋評価システム

じ 390 株式会社　GIS北海道 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南7条西1丁目73番地 064-0807 011-521-6711 011-521-1916 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発、システム保守、データ入力、画像処理、
ＨＰ作成

じ 204 株式会社　JECC 専務取締役　依田　茂 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 100-8341 03-3216-3962 03-3216-3133 東京都 道外 9
その他の
部門 97 その他 不用品買受（パソコン等電子機器）

じ 204 株式会社　JECC 専務取締役　依田　茂 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 100-8341 03-3216-3962 03-3216-3133 東京都 道外 20 リース部門 201 事務用機器
パソコン、サーバ、プリンタ、ネットワーク機器、ソフトウェ
ア他

じ 204 株式会社　JECC 専務取締役　依田　茂 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 100-8341 03-3216-3962 03-3216-3133 東京都 道外 20 リース部門 203 医療機器 AED

じ 204 株式会社　JECC 専務取締役　依田　茂 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 100-8341 03-3216-3962 03-3216-3133 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 IDCを活用したアウトソーシング・クラウドシステム

じ 601 株式会社　ジェイエスキューブ　営業本部 本部長　遠藤　剛宣 札幌市西区二十四軒4条1一丁目1番30号 063-0804 011-213-8082 011-633-8181 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
裁断機、圧着機、製本機、紙折機、封入封緘機、郵便
料金計器、OCR機器

じ 601 株式会社　ジェイエスキューブ　営業本部 本部長　遠藤　剛宣 札幌市西区二十四軒4条1一丁目1番30号 063-0804 011-213-8082 011-633-8181 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具、事務用品全般、各種用紙類

じ 601 株式会社　ジェイエスキューブ　営業本部 本部長　遠藤　剛宣 札幌市西区二十四軒4条1一丁目1番30号 063-0804 011-213-8082 011-633-8181 札幌市 道内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 取扱事務用機器類保守

じ 601 株式会社　ジェイエスキューブ　営業本部 本部長　遠藤　剛宣 札幌市西区二十四軒4条1一丁目1番30号 063-0804 011-213-8082 011-633-8181 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
裁断機、圧着機、製本機、封入封函機、郵便料金計
器、カードプリンター、OCR機器等

じ 601 株式会社　ジェイエスキューブ　営業本部 本部長　遠藤　剛宣 札幌市西区二十四軒4条1一丁目1番30号 063-0804 011-213-8082 011-633-8181 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 事務用機器保守

じ 833 株式会社　常光　帯広営業所 所長　石原　慎悟 帯広市東3条南10丁目1 080-0803 0155-24-3057 0155-24-7291 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
CTスキャナー、X線機器、救急用具、滅菌器、消毒器、
医療用ベッド、体温計、身体測定機器、医療用器材、車

じ 833 株式会社　常光　帯広営業所 所長　石原　慎悟 帯広市東3条南10丁目1 080-0803 0155-24-3057 0155-24-7291 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 試薬（塩酸、硫酸等）

じ 833 株式会社　常光　帯広営業所 所長　石原　慎悟 帯広市東3条南10丁目1 080-0803 0155-24-3057 0155-24-7291 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 医療関連衛生資材全般

じ 833 株式会社　常光　帯広営業所 所長　石原　慎悟 帯広市東3条南10丁目1 080-0803 0155-24-3057 0155-24-7291 帯広市 管内 2 衛生部門 23 衛生部門機器修繕
医療関連衛生資材全般に係る機器修繕、保守メンテナ
ンス
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じ 254 ジェイアクア　株式会社 代表取締役　山田　雄司 札幌市南区澄川5条4丁目2番18号 005-0005 011-817-0002 011-817-0003 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上水道の漏水調査

じ 342 十全株式会社　札幌支店 支店長　長内　薫 札幌市中央区南1条西6丁目15番1号 060-0061 011-231-5019 011-231-5025 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
苛性ソーダ、塩酸、次亜塩素酸、塩化第二鉄、キレート
剤、消石灰、活性炭

じ 342 十全株式会社　札幌支店 支店長　長内　薫 札幌市中央区南1条西6丁目15番1号 060-0061 011-231-5019 011-231-5025 札幌市 道内 1 産業部門 9 建材・原材料 砂、凍結防止剤、砕石

じ 342 十全株式会社　札幌支店 支店長　長内　薫 札幌市中央区南1条西6丁目15番1号 060-0061 011-231-5019 011-231-5025 札幌市 道内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 除草剤、農薬

じ 342 十全株式会社　札幌支店 支店長　長内　薫 札幌市中央区南1条西6丁目15番1号 060-0061 011-231-5019 011-231-5025 札幌市 道内 2 衛生部門 22 衛生資材 ろ布、エアーフィルター

じ 342 十全株式会社　札幌支店 支店長　長内　薫 札幌市中央区南1条西6丁目15番1号 060-0061 011-231-5019 011-231-5025 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 防災用簡易トイレ、中和剤

じ 956 株式会社JMC　営業２課 課長　宮崎　翔伍 東京都港区浜松町1丁目30番5号 105-0013 03-5733-3002 03-5733-3023 東京都 道外 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、タブレット、プリンター、サーバ、OA機器

じ 956 株式会社JMC　営業２課 課長　宮崎　翔伍 東京都港区浜松町1丁目30番5号 105-0013 03-5733-3002 03-5733-3023 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発・運用・保守、クラウドコンピューティング
サービスなど

じ 956 株式会社JMC　営業２課 課長　宮崎　翔伍 東京都港区浜松町1丁目30番5号 105-0013 03-5733-3002 03-5733-3023 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 労働者派遣（ICT支援員派遣業務委託）

じ 956 株式会社JMC　営業２課 課長　宮崎　翔伍 東京都港区浜松町1丁目30番5号 105-0013 03-5733-3002 03-5733-3023 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 インターネット監視、セキュリティ研修など

す 19 株式会社　水機テクノス　札幌営業所 所長　大出　直一 札幌市中央区北2条西3丁目1　太陽生命札幌ビル 060-0002 011-219-0920 011-219-0917 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

浄水池、配水池等の水中ロボットによる清掃、調査等含
む維持管理業務

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 3 教育部門 34 各種教材用品 教材、教具、知能検査、その他検査、教材機器

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 保育用品、保育用具、遊具等

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ用品、運道具、体育機器

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 3 教育部門 33 図書及び出版物 図書用品（全般）、児童図書、研修図書

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 3 教育部門 32 音楽関連用品 楽器（各種）、CD、DVD

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 事務機器等

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 事務用品

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 薬品、毒劇物、試薬

す 277 株式会社　杉山商会 代表取締役　杉山　誠一郎 帯広市西9条南14丁目3番地1 080-0019 0155-26-3111 0155-26-3116 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 高度管理医療、機器等販売

す 897 株式会社　スゴー事務機 代表取締役　晒谷　初 旭川市神楽2条10丁目3番3号 070-8002 0166-62-1445 0166-61-0241 旭川市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、タブレット、FAX、複写機

す 897 株式会社　スゴー事務機 代表取締役　晒谷　初 旭川市神楽2条10丁目3番3号 070-8002 0166-62-1445 0166-61-0241 旭川市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 コンピューター用品、パソコンソフト

す 897 株式会社　スゴー事務機 代表取締役　晒谷　初 旭川市神楽2条10丁目3番3号 070-8002 0166-62-1445 0166-61-0241 旭川市 道内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 パソコン機器等に関わる機器修繕

す 897 株式会社　スゴー事務機 代表取締役　晒谷　初 旭川市神楽2条10丁目3番3号 070-8002 0166-62-1445 0166-61-0241 旭川市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
パソコン、タブレット、FAX、複写機、プリンター機器の賃
貸借

す 897 株式会社　スゴー事務機 代表取締役　晒谷　初 旭川市神楽2条10丁目3番3号 070-8002 0166-62-1445 0166-61-0241 旭川市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電算システム保守業務

す 897 株式会社　スゴー事務機 代表取締役　晒谷　初 旭川市神楽2条10丁目3番3号 070-8002 0166-62-1445 0166-61-0241 旭川市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発、プログラミング業務

す 781 株式会社　鈴木商会　十勝事業所 十勝事業所長　菊池　和則 河西郡芽室町東芽室北1線8番地1 082-0004 0155-62-6211 0155-62-6212 芽室町 管内 9
その他の
部門 97 その他 鉄くず、非鉄金属くず、使用済み自動車

す 781 株式会社　鈴木商会　十勝事業所 十勝事業所長　菊池　和則 河西郡芽室町東芽室北1線8番地1 082-0004 0155-62-6211 0155-62-6212 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物処理

す 781 株式会社　鈴木商会　十勝事業所 十勝事業所長　菊池　和則 河西郡芽室町東芽室北1線8番地1 082-0004 0155-62-6211 0155-62-6212 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 産業廃棄物収集運搬

す 475 株式会社　スズケン　帯広支店 支店長　岡田　至弘 帯広市東2条南19丁目8番地 080-0801 0155-23-1255 0155-25-2162 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
医薬品、再生医療等製品、体外診断用医薬品、工業用
薬品

す 475 株式会社　スズケン　帯広支店 支店長　岡田　至弘 帯広市東2条南19丁目8番地 080-0801 0155-23-1255 0155-25-2162 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療機器、計量器、福祉用品、介護用品

す 475 株式会社　スズケン　帯広支店 支店長　岡田　至弘 帯広市東2条南19丁目8番地 080-0801 0155-23-1255 0155-25-2162 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 医療用品、医療材料、衛生材料

す 475 株式会社　スズケン　帯広支店 支店長　岡田　至弘 帯広市東2条南19丁目8番地 080-0801 0155-23-1255 0155-25-2162 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 医療用食品、飲料

す 475 株式会社　スズケン　帯広支店 支店長　岡田　至弘 帯広市東2条南19丁目8番地 080-0801 0155-23-1255 0155-25-2162 帯広市 管内 2 衛生部門 23 衛生部門機器修繕 医療機器、臨床検査機器等保守・点検・修繕業務

す 475 株式会社　スズケン　帯広支店 支店長　岡田　至弘 帯広市東2条南19丁目8番地 080-0801 0155-23-1255 0155-25-2162 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 医療機器、臨床検査機器等貸与業務

す 494 株式会社　スポーツハウス　帯広店 店長　福田　裕大 帯広市西5条南24丁目3-1　セントラル5-A 080-0015 0155-22-1151 0155-25-3300 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品
スポーツ用機器用具、トレーニング機器、体育施設機器
等

す 494 株式会社　スポーツハウス　帯広店 店長　福田　裕大 帯広市西5条南24丁目3-1　セントラル5-A 080-0015 0155-22-1151 0155-25-3300 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 記章、メダル、トロフィー、盾、プレート、贈答品等

す 494 株式会社　スポーツハウス　帯広店 店長　福田　裕大 帯広市西5条南24丁目3-1　セントラル5-A 080-0015 0155-22-1151 0155-25-3300 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 制服、作業服等

す 494 株式会社　スポーツハウス　帯広店 店長　福田　裕大 帯広市西5条南24丁目3-1　セントラル5-A 080-0015 0155-22-1151 0155-25-3300 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 革靴、ベルト、鞄、テント等

す 494 株式会社　スポーツハウス　帯広店 店長　福田　裕大 帯広市西5条南24丁目3-1　セントラル5-A 080-0015 0155-22-1151 0155-25-3300 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 安全靴、防災用品等
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す 239 鈴蘭ビルサービス　株式会社　更別支店 支店長　島影　和幸 河西郡更別村字更別192番地25 089-1542 0155-52-5859 0155-31-0400 更別村 村内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消火器

す 239 鈴蘭ビルサービス　株式会社　更別支店 支店長　島影　和幸 河西郡更別村字更別192番地25 089-1542 0155-52-5859 0155-31-0400 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 建物清掃、ビル清掃

す 239 鈴蘭ビルサービス　株式会社　更別支店 支店長　島影　和幸 河西郡更別村字更別192番地25 089-1542 0155-52-5859 0155-31-0400 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 施設常駐警備

す 239 鈴蘭ビルサービス　株式会社　更別支店 支店長　島影　和幸 河西郡更別村字更別192番地25 089-1542 0155-52-5859 0155-31-0400 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気・ボイラー・空調・消防設備等保守点検

す 239 鈴蘭ビルサービス　株式会社　更別支店 支店長　島影　和幸 河西郡更別村字更別192番地25 089-1542 0155-52-5859 0155-31-0400 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 建築物環境衛生総合管理

す 239 鈴蘭ビルサービス　株式会社　更別支店 支店長　島影　和幸 河西郡更別村字更別192番地25 089-1542 0155-52-5859 0155-31-0400 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈・芝刈

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷
事務用印刷物、頁物、用度品（名刺から大判ポスター
A1）、ラベル

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 連続伝票、OCR印刷

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 5 印刷部門 54 特殊印刷 シルクスクリーン印刷、カード印刷

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 懸垂幕、横断幕、腕章等

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 パネル、プラスチック、アルミ複合版看板、電飾看板

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 4 事務部門 43 印章類 各種ゴム印、認印、実印

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具、和・洋紙、加工品、封筒

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 記章、メダル、トロフィー

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 新聞広告、写真撮影、DVD制作、ホームページ作成

す 440 有限会社　スズキ印刷 取締役　田所　義國 帯広市東3条南8丁目19番地 080-0803 0155-27-8281 0155-27-8280 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 議事録、会議録テープ起こし

ず 97 株式会社　ズコーシャ 代表取締役社長　高橋　宣之 帯広市西18条北1丁目17番地 080-0048 0155-33-4400 0155-33-7100 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン及び周辺機器

ず 97 株式会社　ズコーシャ 代表取締役社長　高橋　宣之 帯広市西18条北1丁目17番地 080-0048 0155-33-4400 0155-33-7100 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 パソコン周辺機器

ず 97 株式会社　ズコーシャ 代表取締役社長　高橋　宣之 帯広市西18条北1丁目17番地 080-0048 0155-33-4400 0155-33-7100 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器

ず 97 株式会社　ズコーシャ 代表取締役社長　高橋　宣之 帯広市西18条北1丁目17番地 080-0048 0155-33-4400 0155-33-7100 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 大気、土壌、騒音、ダイオキシン、飲料水、河川水

ず 97 株式会社　ズコーシャ 代表取締役社長　高橋　宣之 帯広市西18条北1丁目17番地 080-0048 0155-33-4400 0155-33-7100 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発等

せ 736 株式会社　清流メンテナンス　帯広営業所 所長　大塚　知聡 帯広市西4条南5丁目2番地2 080-0014 0155-26-1966 0155-26-1968 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 水処理用薬品（高分子凝集剤等）

せ 736 株式会社　清流メンテナンス　帯広営業所 所長　大塚　知聡 帯広市西4条南5丁目2番地2 080-0014 0155-26-1966 0155-26-1968 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ポンプ・ブロワー等水処理装置、機器

せ 736 株式会社　清流メンテナンス　帯広営業所 所長　大塚　知聡 帯広市西4条南5丁目2番地2 080-0014 0155-26-1966 0155-26-1968 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 上下水設備の保守、修繕

せ 736 株式会社　清流メンテナンス　帯広営業所 所長　大塚　知聡 帯広市西4条南5丁目2番地2 080-0014 0155-26-1966 0155-26-1968 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水処理場、個別排水処理施設等の管理

せ 813 株式会社　セラビ 代表取締役　川端　英司 札幌市東区本町1条9丁目2番4号 065-0041 011-789-6116 011-789-6006 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

トナーカートリッジ、ＰＰＣ用紙、サーマルロール紙、ラベ
ル紙、文房具全般

せ 813 株式会社　セラビ 代表取締役　川端　英司 札幌市東区本町1条9丁目2番4号 065-0041 011-789-6116 011-789-6006 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、プリンター

せ 813 株式会社　セラビ 代表取締役　川端　英司 札幌市東区本町1条9丁目2番4号 065-0041 011-789-6116 011-789-6006 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン・プリンタのレンタル・リース

せ 813 株式会社　セラビ 代表取締役　川端　英司 札幌市東区本町1条9丁目2番4号 065-0041 011-789-6116 011-789-6006 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 パソコン、サーバのデータ消去・復旧

せ 813 株式会社　セラビ 代表取締役　川端　英司 札幌市東区本町1条9丁目2番4号 065-0041 011-789-6116 011-789-6006 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃ＯＡ機器等産業廃棄物収集運搬

せ 793 公益社団法人　青年海外協力協会 代表理事　雄谷　良成 長野県駒ケ根市中央16番7号 399-4112 0265-98-0102 0265-98-0838 長野県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 各種企画

せ 793 公益社団法人　青年海外協力協会 代表理事　雄谷　良成 長野県駒ケ根市中央16番7号 399-4112 0265-98-0102 0265-98-0838 長野県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 人材派遣、地域づくりにかかる研修の企画・運営

せ 428 セコム　株式会社 代表取締役社長　尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 150-0001 03-5775-8475 03-5775-8921 東京都 道外 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED

せ 428 セコム　株式会社 代表取締役社長　尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 150-0001 03-5775-8475 03-5775-8921 東京都 道外 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消火器・監視カメラ

せ 428 セコム　株式会社 代表取締役社長　尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 150-0001 03-5775-8475 03-5775-8921 東京都 道外 20 リース部門 203 医療機器 AED

せ 428 セコム　株式会社 代表取締役社長　尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 150-0001 03-5775-8475 03-5775-8921 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 機械警備業務

せ 990 株式会社　ゼンリン　旭川営業所 所長　福田　貴志 旭川市3条通9丁目710番地 070-0033 0166-23-2155 0166-23-2157 旭川市 道内 3 教育部門 33 図書及び出版物 住宅地図、電子地図販売

せ 990 株式会社　ゼンリン　旭川営業所 所長　福田　貴志 旭川市3条通9丁目710番地 070-0033 0166-23-2155 0166-23-2157 旭川市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 各種調査業務(空家実態調査等)、ハザードマップ

そ 108 相合縫製　株式会社 代表取締役　笠原　祥史 札幌市白石区本通10丁目南7番9号 003-0026 011-864-1953 011-864-1954 札幌市 道内 8 繊維部門 80 被服類 交通安全指導員制服、制帽、防寒衣

そ 108 相合縫製　株式会社 代表取締役　笠原　祥史 札幌市白石区本通10丁目南7番9号 003-0026 011-864-1953 011-864-1954 札幌市 道内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 黒革靴、安全靴、ゴム長靴、雨衣、ベルト
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そ 108 相合縫製　株式会社 代表取締役　笠原　祥史 札幌市白石区本通10丁目南7番9号 003-0026 011-864-1953 011-864-1954 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 ヘルメット、夜光ベスト、指導棒

そ 108 相合縫製　株式会社 代表取締役　笠原　祥史 札幌市白石区本通10丁目南7番9号 003-0026 011-864-1953 011-864-1954 札幌市 道内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 記章、バッチ、交通安全旗

そ 195 株式会社　創和　札幌支社 支社長　菅原　敏幸 札幌市白石区東札幌1条4丁目3-10　フォレスト東札幌202 003-0001 011-598-8171 011-598-8171 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 火葬炉台車保護剤・火葬炉用品販売

そ 195 株式会社　創和　札幌支社 支社長　菅原　敏幸 札幌市白石区東札幌1条4丁目3-10　フォレスト東札幌202 003-0001 011-598-8171 011-598-8171 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 火葬炉残骨灰処理業務

そ 691 株式会社　総合防災 代表取締役　遠山　榮一 帯広市西11条南2丁目3番地 080-0021 0155-34-1364 0155-34-0363 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 自家発電機等

そ 691 株式会社　総合防災 代表取締役　遠山　榮一 帯広市西11条南2丁目3番地 080-0021 0155-34-1364 0155-34-0363 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 誘導灯・非常灯及びそのバッテリー等

そ 691 株式会社　総合防災 代表取締役　遠山　榮一 帯広市西11条南2丁目3番地 080-0021 0155-34-1364 0155-34-0363 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気（通信）設備、機器の修繕

そ 691 株式会社　総合防災 代表取締役　遠山　榮一 帯広市西11条南2丁目3番地 080-0021 0155-34-1364 0155-34-0363 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消火器及び消火器材、消防・防災用品、火災報知器、
火災感知器等、消火設備機器（スプリンクラー等）

そ 691 株式会社　総合防災 代表取締役　遠山　榮一 帯広市西11条南2丁目3番地 080-0021 0155-34-1364 0155-34-0363 帯広市 管内 9
その他の
部門 98 その他修繕 火災報知器等の消防設備、機器の修繕

そ 691 株式会社　総合防災 代表取締役　遠山　榮一 帯広市西11条南2丁目3番地 080-0021 0155-34-1364 0155-34-0363 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

火災報知器等の消防設備、機器の保守点検業務、電
気（通信）設備、機器の保守点検業務

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 事務機器、OA機器、複写機、印刷機、照明器具他

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 木製・銅製家具、黒板他

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 文房具、和・洋紙　OA用品他

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕
複写機・印刷機及びその付属品の点検・調整、消耗品
の供給に関するサービス

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 デジタルカメラ他

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 複写機、印刷機、

そ 330 株式会社　曽我 代表取締役　曽我　浩昌 帯広市西15条南28丁目1-8 080-0025 0155-47-2111 0155-47-4003 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 AED

そ 218 株式会社　クナウパブリッシング 代表取締役　高原　淳 帯広市西16条北1丁目25番地21 080-0046 0155-34-1281 0155-34-1287 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷 一般印刷・軽印刷等

そ 218 株式会社　クナウパブリッシング 代表取締役　高原　淳 帯広市西16条北1丁目25番地21 080-0046 0155-34-1281 0155-34-1287 帯広市 管内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 連続帳票印刷、オンデマンド印刷等

そ 218 株式会社　クナウパブリッシング 代表取締役　高原　淳 帯広市西16条北1丁目25番地21 080-0046 0155-34-1281 0155-34-1287 帯広市 管内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 特殊フォーム印刷等

そ 218 株式会社　クナウパブリッシング 代表取締役　高原　淳 帯広市西16条北1丁目25番地21 080-0046 0155-34-1281 0155-34-1287 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

自社媒体広告掲載・広告請負・HP制作・移住者オンライ
ンツアー・体験型ツアー催行

そ 218 株式会社　クナウパブリッシング 代表取締役　高原　淳 帯広市西16条北1丁目25番地21 080-0046 0155-34-1281 0155-34-1287 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 座談会取材・マーケティング・リサーチ報告書作成業務

そ 894 ソリマチ　株式会社 代表取締役　反町　秀樹 新潟県長岡市表町1丁目4番地24 940-0071 0258-33-4435 0258-33-2851 新潟県 道外 4 事務部門 40 事務用機械 ソフトウェア（業務、農業用）・パソコンの販売

そ 894 ソリマチ　株式会社 代表取締役　反町　秀樹 新潟県長岡市表町1丁目4番地24 940-0071 0258-33-4435 0258-33-2851 新潟県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

ソフトウェア・システムの開発、システム保守・運用、
データ入力、スポーツ施設運用支援サービス

そ 217 特定非営利活動法人　ソーシャルビジネス推進センター 理事長　相内　俊一 札幌市北区北29条西4丁目2番1-208 001-0029 011-728-3855 011-728-3855 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 高齢者を対象にした介護予防運動教室の運営

た 385 株式会社　高木美装 代表取締役　高木　叔敏 中川郡幕別町札内西町91番地4 089-0536 0155-25-8033 0155-21-7236 幕別町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 一般建物清掃、ビル清掃

た 385 株式会社　高木美装 代表取締役　高木　叔敏 中川郡幕別町札内西町91番地4 089-0536 0155-25-8033 0155-21-7236 幕別町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 常駐警備

た 533 株式会社　高田東洋堂 代表取締役　高田　浩司 帯広市西5条南12丁目6番地1 080-0015 0155-25-5522 0155-25-5524 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷
封筒、伝票、帳票、冊子、ポスター、リーフレット、シー
ル、平版印刷、軽印刷

た 533 株式会社　高田東洋堂 代表取締役　高田　浩司 帯広市西5条南12丁目6番地1 080-0015 0155-25-5522 0155-25-5524 帯広市 管内 5 印刷部門 54 特殊印刷
クリアファイル印刷、カード印刷、シルク印刷、タオル印
刷、特殊印刷

た 533 株式会社　高田東洋堂 代表取締役　高田　浩司 帯広市西5条南12丁目6番地1 080-0015 0155-25-5522 0155-25-5524 帯広市 管内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 連続伝票、フォーム印刷

た 533 株式会社　高田東洋堂 代表取締役　高田　浩司 帯広市西5条南12丁目6番地1 080-0015 0155-25-5522 0155-25-5524 帯広市 管内 4 事務部門 43 印章類
公印、印章、製作印、既製印、データー印、シャチハタ、
印章関連用品

た 533 株式会社　高田東洋堂 代表取締役　高田　浩司 帯広市西5条南12丁目6番地1 080-0015 0155-25-5522 0155-25-5524 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 バッジ、メダル、プレート、横断幕、懸垂幕、贈答品類

た 533 株式会社　高田東洋堂 代表取締役　高田　浩司 帯広市西5条南12丁目6番地1 080-0015 0155-25-5522 0155-25-5524 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、表示板、鑑札、看板類

た 201 株式会社　タクマ　北海道支店 支店長　問谷　一麻 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-4106 011-241-0523 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

下水処理機器・部品

た 201 株式会社　タクマ　北海道支店 支店長　問谷　一麻 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-4106 011-241-0523 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ボイラ、ポンプ、コンベヤ、送風機他

た 201 株式会社　タクマ　北海道支店 支店長　問谷　一麻 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-4106 011-241-0523 札幌市 道内 1 産業部門 7 測量・計量機器 モーター、自動制御装置、電磁流量計、超音波流量計

た 201 株式会社　タクマ　北海道支店 支店長　問谷　一麻 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-4106 011-241-0523 札幌市 道内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材

鋼管、鋼製弁類、鋼製製品、直管、異形管、他配管設
備材料

た 201 株式会社　タクマ　北海道支店 支店長　問谷　一麻 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-4106 011-241-0523 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 下水処理機械の修繕

た 598 株式会社　田代楽器 代表取締役　田代　昌延 帯広市西20条南5丁目22番7号 080-2470 0155-67-1110 0155-67-1113 帯広市 管内 3 教育部門 32 音楽関連用品 管楽器、弦楽器、打楽器、ピアノ等、管楽器修理、調律
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た 819 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号 007-0885 011-783-2550 011-783-2224 札幌市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 各種消防車及び救急車製作架装

た 819 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号 007-0885 011-783-2550 011-783-2224 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 救助資機材、消火薬剤、消火器

た 819 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号 007-0885 011-783-2550 011-783-2224 札幌市 道内 8 繊維部門 80 被服類 消防用手袋、制帽、被服

た 819 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号 007-0885 011-783-2550 011-783-2224 札幌市 道内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 消防用長靴

た 819 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号 007-0885 011-783-2550 011-783-2224 札幌市 道内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 各種消防車部品、用品、付属品

た 819 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号 007-0885 011-783-2550 011-783-2224 札幌市 道内 6 車両部門 63 車両部門修繕 各種消防車修理、板金、塗装

た 819 田井自動車工業　株式会社 代表取締役　岡田　泰次 札幌市東区北丘珠5条4丁目3番1号 007-0885 011-783-2550 011-783-2224 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 緊急車両積載用医療機器（AED等）

た 702 大正交通　有限会社 代表取締役　道見　茂美 帯広市大正町基線89番地 089-1242 0155-64-5011 0155-64-5030 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務

一般乗用旅客自動車運送業務（タクシー業務：観光貸
切・契約運行他）、一般乗合旅客自動車運送業務（予約

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 照明器具、照明管球、誘導灯、非常灯バッテリー

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 避難器具、消火器、消火栓ホース

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類

ワックス類、洗剤類、ごみ袋、トイレットペーパー、清掃
用品

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 床・外装等の清掃、貯水槽清掃

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 施設警備

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

地下埋設油タンク漏洩検査、ボイラー、空調設備、消防
用設備保守

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 空気環境測定

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 ねずみ、害虫駆除

た 737 太平ビルサービス　株式会社　帯広営業所 営業所長　星野　栄三 帯広市西3条南9丁目23番地帯広経済センタービル西館3階 080-0013 0155-27-2004 0155-21-1354 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

プール監視及びプール施設管理、冷暖房空調設備運
転管理

た 269 太平洋設備　株式会社 代表取締役　小茄子川　充 釧路市春採5丁目16番17号 085-0813 0154-46-1502 0154-46-6209 釧路市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 LED照明の開発、製造、販売

た 625 タカギ商会 代表　髙木　信雄 帯広市西13条南14丁目2番地3 080-0023 0155-23-8331 0155-25-4155 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消火器、警報設備機器全般、各種標識板、避難器具、
誘導灯、非常灯機器全般、消防用ホース、災害用非常

た 625 タカギ商会 代表　髙木　信雄 帯広市西13条南14丁目2番地3 080-0023 0155-23-8331 0155-25-4155 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

消防用設備等保守点検業務（消火器・避難設備・火災
報知設備等の保守点検・工事・修理）

た 379 たたみの宮崎 滝口　貴啓 河東郡音更町木野大通東９丁目2番地18　メゾンKINO209号室 080-0111 0155-31-6761 0155-31-6841 音更町 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 畳

た 166 田辺商事　株式会社　帯広営業所 所長　長山　匡浩 帯広市西20条南1丁目14番地49 080-2470 0155-41-3642 0155-41-3643 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 洗剤、トイレットペーパー、手袋等の日用品

た 735 タニコー　株式会社　帯広営業所 所長　守屋　孝 帯広市大通南18丁目11番地 080-0010 0155-24-8612 0155-26-1657 帯広市 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具 業務用厨房機器（ガステーブル、ガスレンジ等）

た 735 タニコー　株式会社　帯広営業所 所長　守屋　孝 帯広市大通南18丁目11番地 080-0010 0155-24-8612 0155-26-1657 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 調理道具等

た 735 タニコー　株式会社　帯広営業所 所長　守屋　孝 帯広市大通南18丁目11番地 080-0010 0155-24-8612 0155-26-1657 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 ステンレス灯油タンク等

た 754 有限会社　髙橋ボイラー設備工業 代表取締役　髙橋　司 帯広市西16条南32丁目10番地3 080-0026 0155-48-2735 0155-56-5513 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ボイラー、ポンプ類

た 754 有限会社　髙橋ボイラー設備工業 代表取締役　髙橋　司 帯広市西16条南32丁目10番地3 080-0026 0155-48-2735 0155-56-5513 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 ボイラー、ポンプ等の修繕

た 754 有限会社　髙橋ボイラー設備工業 代表取締役　髙橋　司 帯広市西16条南32丁目10番地3 080-0026 0155-48-2735 0155-56-5513 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 工業薬品類

た 754 有限会社　髙橋ボイラー設備工業 代表取締役　髙橋　司 帯広市西16条南32丁目10番地3 080-0026 0155-48-2735 0155-56-5513 帯広市 管内 7 燃料部門 71 暖房機器類 暖房器具

た 754 有限会社　髙橋ボイラー設備工業 代表取締役　髙橋　司 帯広市西16条南32丁目10番地3 080-0026 0155-48-2735 0155-56-5513 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

オイル地下タンク、埋設配管等保守点検業務

た 754 有限会社　髙橋ボイラー設備工業 代表取締役　髙橋　司 帯広市西16条南32丁目10番地3 080-0026 0155-48-2735 0155-56-5513 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 ボイラー等保守点検業務

た 18 有限会社　タナベ 代表取締役　田邊　宏 帯広市西23条北4丁目1番地2 080-2463 0155-67-1123 0155-67-1124 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両中古部品の購入販売

た 18 有限会社　タナベ 代表取締役　田邊　宏 帯広市西23条北4丁目1番地2 080-2463 0155-67-1123 0155-67-1124 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他

鉄くず、非鉄金属類、車両重機、古紙（新聞・雑誌・ダン
ボール）

た 18 有限会社　タナベ 代表取締役　田邊　宏 帯広市西23条北4丁目1番地2 080-2463 0155-67-1123 0155-67-1124 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃棄物（一般・産業）収集運搬

た 18 有限会社　タナベ 代表取締役　田邊　宏 帯広市西23条北4丁目1番地2 080-2463 0155-67-1123 0155-67-1124 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物処分

た 924 竹内尚子税理士事務所 事務所長　竹内　尚子 札幌市中央区北8条西13丁目1番地1　ステーションコート1001号 060-0008 011-600-3718 011-600-3718 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 消費税申告業務

だ 812 第一法規　株式会社 代表取締役社長　田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号 107-8560 03-3404-2251 03-3404-2269 東京都 道外 3 教育部門 33 図書及び出版物 加除式を含む書籍・単行本・雑誌・電子出版物

だ 812 第一法規　株式会社 代表取締役社長　田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号 107-8560 03-3404-2251 03-3404-2269 東京都 道外 5 印刷部門 50 一般印刷 出版物の編集・印刷・製本

だ 812 第一法規　株式会社 代表取締役社長　田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号 107-8560 03-3404-2251 03-3404-2269 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 例規集システムの作成・運用・管理

だ 812 第一法規　株式会社 代表取締役社長　田中　英弥 東京都港区南青山二丁目11番17号 107-8560 03-3404-2251 03-3404-2269 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 地方公共団体の地域政策に関する業務
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だ 807 大新東　株式会社　道東営業所 所長　齊藤　賢二 河西郡中札内村西1条南4丁目5 089-1331 0155-63-5350 0155-63-5351 中札内村 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 スクールバス運行業務

だ 765 大同出版紙業　株式会社 代表取締役　深澤　知博 帯広市西7条南6丁目2番地 080-0017 0155-23-5107 0155-23-2093 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 製本

だ 765 大同出版紙業　株式会社 代表取締役　深澤　知博 帯広市西7条南6丁目2番地 080-0017 0155-23-5107 0155-23-2093 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷 ポスター、チラシ、パンフレット、シール、ステッカー

だ 765 大同出版紙業　株式会社 代表取締役　深澤　知博 帯広市西7条南6丁目2番地 080-0017 0155-23-5107 0155-23-2093 帯広市 管内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 伝票

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
事務用機械、パソコン、タブレット、複写機、印刷機、電
子計算機

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類
木製・鋼製家具、机、椅子、ロッカー、保管庫、カウン
ター、パーテーション、掲示板類等

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

文房具、和・洋紙、加工紙、コンピューター用品、パソコ
ンソフト等

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気製品、照明器具

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 業務用テント

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 洗剤類、トイレットペーパー、段ボール等

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類
トロフィー、盾、のぼり、どんちょう、暗幕、腕章、バッヂ
等

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他

複写機及びその付属品の点検・調整、消耗品の供給等
に関するサービス

だ 506 大丸　株式会社　道東支店 支店長　綿谷　美樹 帯広市西19条南1丁目4番地22 080-2469 0155-38-2100 0155-38-3080 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、タブレット、複写機、ファックス、プリンター

だ 768 大和リース　株式会社　札幌支店 支店長　渡邊　博康 札幌市東区北42条東17丁目6番12号 007-0842 011-786-5141 011-786-5179 札幌市 道内 6 車両部門 60 自動車 車両

だ 768 大和リース　株式会社　札幌支店 支店長　渡邊　博康 札幌市東区北42条東17丁目6番12号 007-0842 011-786-5141 011-786-5179 札幌市 道内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 自動車用品

だ 768 大和リース　株式会社　札幌支店 支店長　渡邊　博康 札幌市東区北42条東17丁目6番12号 007-0842 011-786-5141 011-786-5179 札幌市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 特殊車両

だ 768 大和リース　株式会社　札幌支店 支店長　渡邊　博康 札幌市東区北42条東17丁目6番12号 007-0842 011-786-5141 011-786-5179 札幌市 道内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 車両リース

だ 768 大和リース　株式会社　札幌支店 支店長　渡邊　博康 札幌市東区北42条東17丁目6番12号 007-0842 011-786-5141 011-786-5179 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 プレハブ、LED

だ 768 大和リース　株式会社　札幌支店 支店長　渡邊　博康 札幌市東区北42条東17丁目6番12号 007-0842 011-786-5141 011-786-5179 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 コールセンター業務

だ 191 ダスキンオビヒロ　株式会社　 代表取締役　工藤　貴樹 帯広市西22条南4丁目35番地 080-2472 0155-33-8488 0155-33-8411 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類

清掃用具の販売、ワックス類、洗剤類、ペーパータオ
ル、トイレットペーパー

だ 191 ダスキンオビヒロ　株式会社　 代表取締役　工藤　貴樹 帯広市西22条南4丁目35番地 080-2472 0155-33-8488 0155-33-8411 帯広市 管内 8 繊維部門 81 寝具類 寝具類、座布団

だ 191 ダスキンオビヒロ　株式会社　 代表取締役　工藤　貴樹 帯広市西22条南4丁目35番地 080-2472 0155-33-8488 0155-33-8411 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 制服、白衣、事務服、帽子等

だ 191 ダスキンオビヒロ　株式会社　 代表取締役　工藤　貴樹 帯広市西22条南4丁目35番地 080-2472 0155-33-8488 0155-33-8411 帯広市 管内 20 リース部門 204 その他
清掃用具の貸付（マット、モップ）、業務用テント、音響、
照明

だ 191 ダスキンオビヒロ　株式会社　 代表取締役　工藤　貴樹 帯広市西22条南4丁目35番地 080-2472 0155-33-8488 0155-33-8411 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 一般建物清掃

だ 191 ダスキンオビヒロ　株式会社　 代表取締役　工藤　貴樹 帯広市西22条南4丁目35番地 080-2472 0155-33-8488 0155-33-8411 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 イベント企画運営、イベント会場設置、撤去、管理運営

だ 398 株式会社　第一岸本臨床検査センター 代表取締役　土井　克泰 札幌市東区伏古7条三丁目5番10号 007-0867 011-787-2111 011-787-2191 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 高度管理医療機器等販売

だ 398 株式会社　第一岸本臨床検査センター 代表取締役　土井　克泰 札幌市東区伏古7条三丁目5番10号 007-0867 011-787-2111 011-787-2191 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 高度管理医療機器等賃貸業

だ 398 株式会社　第一岸本臨床検査センター 代表取締役　土井　克泰 札幌市東区伏古7条三丁目5番10号 007-0867 011-787-2111 011-787-2191 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

環境計量分析業務（大気、土壌、ダイオキシン、悪臭、
作業環境、空気環境）、水質検査（飲料水、環境水、排

だ 398 株式会社　第一岸本臨床検査センター 代表取締役　土井　克泰 札幌市東区伏古7条三丁目5番10号 007-0867 011-787-2111 011-787-2191 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物運搬業務

だ 398 株式会社　第一岸本臨床検査センター 代表取締役　土井　克泰 札幌市東区伏古7条三丁目5番10号 007-0867 011-787-2111 011-787-2191 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 検診業務

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 情報通信機器及びソフトウエアの販売

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 ネットワーク関連機器

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

情報通信機器に関する用品・消耗品及び印刷用紙の販
売

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 情報通信機器及びソフトウェア

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム・ソフトウエアの開発・運用、データセンターの
運用管理等

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 ふるさと納税業務アウトソーシング

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 システム・ソフトウェアの保守、情報通信機器の保守等

ち 534 中央コンピューターサービス　株式会社　とかちオフィス オフィスマネージャー　入交　里奈 帯広市西3条南9丁目23番地　帯広経済センタービル・西館3階 080-0013 050-3614-1115 050-3488-7005 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ホームページ制作・保守

つ 745 株式会社　つうけんアクティブ　道東事業部　帯広事業所 事業所長　佐藤　聖司 帯広市西20条北1丁目1番15号 080-2460 0155-35-3800 0155-35-8700 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電話交換機、通信機器、無線機器、非常通報装置、照
明器具

つ 745 株式会社　つうけんアクティブ　道東事業部　帯広事業所 事業所長　佐藤　聖司 帯広市西20条北1丁目1番15号 080-2460 0155-35-3800 0155-35-8700 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
コンピュータ及び周辺機器、複写機、複合機、ファクシミ
リ、照明器具
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つ 745 株式会社　つうけんアクティブ　道東事業部　帯広事業所 事業所長　佐藤　聖司 帯広市西20条北1丁目1番15号 080-2460 0155-35-3800 0155-35-8700 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 複写機、複合機、ファクシミリ

つ 745 株式会社　つうけんアクティブ　道東事業部　帯広事業所 事業所長　佐藤　聖司 帯広市西20条北1丁目1番15号 080-2460 0155-35-3800 0155-35-8700 帯広市 管内 20 リース部門 204 その他 電話交換機、通信機器、無線機器、非常通報装置

つ 745 株式会社　つうけんアクティブ　道東事業部　帯広事業所 事業所長　佐藤　聖司 帯広市西20条北1丁目1番15号 080-2460 0155-35-3800 0155-35-8700 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

コンピュータ及びＯＡ周辺機器等、電話交換機、通信機
器保守

つ 745 株式会社　つうけんアクティブ　道東事業部　帯広事業所 事業所長　佐藤　聖司 帯広市西20条北1丁目1番15号 080-2460 0155-35-3800 0155-35-8700 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 ソフトウェア開発、保守

つ 659 株式会社　つうけんアドバンスシステムズ 代表取締役　橘川　龍也 札幌市白石区本通19丁目南6番8号 003-0026 011-860-2500 011-860-2521 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 事務機器、OA機器（パソコン等）

つ 659 株式会社　つうけんアドバンスシステムズ 代表取締役　橘川　龍也 札幌市白石区本通19丁目南6番8号 003-0026 011-860-2500 011-860-2521 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電子計算機、通信機器

つ 659 株式会社　つうけんアドバンスシステムズ 代表取締役　橘川　龍也 札幌市白石区本通19丁目南6番8号 003-0026 011-860-2500 011-860-2521 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、タブレット、複写機、ファックス、プリンター

つ 659 株式会社　つうけんアドバンスシステムズ 代表取締役　橘川　龍也 札幌市白石区本通19丁目南6番8号 003-0026 011-860-2500 011-860-2521 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発・保守等

つ 854 株式会社　ツムラ札幌 代表取締役　庄司　登志幸 札幌市白石区平和通10丁目北11番7号 003-0029 011-887-0153 011-887-0154 札幌市 道内 3 教育部門 30 スポーツ用品 体育器具、トレーニング機器

つ 854 株式会社　ツムラ札幌 代表取締役　庄司　登志幸 札幌市白石区平和通10丁目北11番7号 003-0029 011-887-0153 011-887-0154 札幌市 道内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園遊具

つ 529 株式会社　通電技術 代表取締役　楠美　宗城 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号 003-0029 011-863-0921 011-863-0935 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電気機器、電子計算機、パソコン、電気製品、照明器
具、通信機器、電線等

つ 529 株式会社　通電技術 代表取締役　楠美　宗城 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号 003-0029 011-863-0921 011-863-0935 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
電気・通信機器及び資材、事務用機器、保守消防機材
の修繕

つ 529 株式会社　通電技術 代表取締役　楠美　宗城 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号 003-0029 011-863-0921 011-863-0935 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
事務機器、ＯＡ機器（パソコン等）、電気製品、照明器
具、通信機器、複写機、トナーカートリッジ、シュレッダー

つ 529 株式会社　通電技術 代表取締役　楠美　宗城 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号 003-0029 011-863-0921 011-863-0935 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

標識類、交通安全施設、避難設備、消防用品、防災用
品、消火剤、災害用食糧等

つ 529 株式会社　通電技術 代表取締役　楠美　宗城 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号 003-0029 011-863-0921 011-863-0935 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気通信設備等の保守管理業務

つ 529 株式会社　通電技術 代表取締役　楠美　宗城 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号 003-0029 011-863-0921 011-863-0935 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発等

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気・通信設備機器及びこれらの資材

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気・通信機器の修繕

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 事務用機器、OA機器

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 事務用器具、パソコン周辺機器

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 事務部門機器修繕

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 事務用機器、OA機器

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 電気・通信設備機器

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 機械設備保守

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 電気・通信設備保守、事務用機器保守

つ 948 株式会社　つうけん 代表取締役社長　木村　佳久 札幌市中央区北4条西15丁目1番地23 060-0004 011-644-1161 011-644-1170 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 システム開発・保守、HP作成・改訂

つ 978 都築電気　株式会社　札幌オフィス 東日本日本ソリューション営業統括部第二営業部長　安藤　寿浩 札幌市中央区南1条東1丁目3番地 060-0051 011-221-1161 011-281-0117 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電話交換機、電話機、各種ネットワーク機器等

つ 978 都築電気　株式会社　札幌オフィス 東日本日本ソリューション営業統括部第二営業部長　安藤　寿浩 札幌市中央区南1条東1丁目3番地 060-0051 011-221-1161 011-281-0117 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 サーバー、パソコン、各種周辺機器等

つ 978 都築電気　株式会社　札幌オフィス 東日本日本ソリューション営業統括部第二営業部長　安藤　寿浩 札幌市中央区南1条東1丁目3番地 060-0051 011-221-1161 011-281-0117 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電話交換機、電話機、各種ネットワーク機器等点検、保
守

つ 978 都築電気　株式会社　札幌オフィス 東日本日本ソリューション営業統括部第二営業部長　安藤　寿浩 札幌市中央区南1条東1丁目3番地 060-0051 011-221-1161 011-281-0117 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム設計、開発、保守

て 900 TIS　株式会社 代表取締役　桑野　徹 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 160-0023 03-5337-7070 03-5337-7555 東京都 道外 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、プリンタ、周辺機器、サーバ

て 900 TIS　株式会社 代表取締役　桑野　徹 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 160-0023 03-5337-7070 03-5337-7555 東京都 道外 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、プリンタ、周辺機器、サーバ

て 900 TIS　株式会社 代表取締役　桑野　徹 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 160-0023 03-5337-7070 03-5337-7555 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム設計・開発・運用・保守

て 804 株式会社　T－２ 代表取締役　奥田　博幸 帯広市東1条南1丁目5-24 080-0801 0155-26-2533 0155-26-2534 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ用品全般、卓球台

て 804 株式会社　T－２ 代表取締役　奥田　博幸 帯広市東1条南1丁目5-24 080-0801 0155-26-2533 0155-26-2534 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 メダル、トロフィ

て 400 株式会社　ＴＲＣ北海道 代表取締役　岡本　芳明 札幌市豊平区豊平2条5丁目1番29号 062-0902 011-374-5145 011-374-5112 札幌市 道内 3 教育部門 33 図書及び出版物
図書館用図書、電子書籍、雑誌、絵本、紙芝居、視聴
覚資料等

て 400 株式会社　ＴＲＣ北海道 代表取締役　岡本　芳明 札幌市豊平区豊平2条5丁目1番29号 062-0902 011-374-5145 011-374-5112 札幌市 道内 3 教育部門 32 音楽関連用品
視聴覚資料（ＤＶＤ、ＣＤ、ビデオソフト、カセットテープ
等）

て 400 株式会社　ＴＲＣ北海道 代表取締役　岡本　芳明 札幌市豊平区豊平2条5丁目1番29号 062-0902 011-374-5145 011-374-5112 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 図書館用品（ＩＣタグ、各種ラベル、ブックコート等）

て 400 株式会社　ＴＲＣ北海道 代表取締役　岡本　芳明 札幌市豊平区豊平2条5丁目1番29号 062-0902 011-374-5145 011-374-5112 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
図書館用什器・機器（書籍除菌機、セルフ貸出機、ＩＣ
ゲート等）

て 400 株式会社　ＴＲＣ北海道 代表取締役　岡本　芳明 札幌市豊平区豊平2条5丁目1番29号 062-0902 011-374-5145 011-374-5112 札幌市 道内 4 事務部門 42 家具・調度類 図書館用家具（書架、雑誌架、閲覧机、椅子等）
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て 400 株式会社　ＴＲＣ北海道 代表取締役　岡本　芳明 札幌市豊平区豊平2条5丁目1番29号 062-0902 011-374-5145 011-374-5112 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 書誌データ作成、資料等デジタル化業務

て 400 株式会社　ＴＲＣ北海道 代表取締役　岡本　芳明 札幌市豊平区豊平2条5丁目1番29号 062-0902 011-374-5145 011-374-5112 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 図書整理業務、図書館運営業務

て 499 株式会社　ティー・ワイ 代表取締役　山内　俊男 河西郡更別村字更別192-52 089-1521 0155-52-3528 0155-52-3536 更別村 村内 1 産業部門 9 建材・原材料 原材料類（砂利採取業登録）

て 499 株式会社　ティー・ワイ 代表取締役　山内　俊男 河西郡更別村字更別192-52 089-1521 0155-52-3528 0155-52-3536 更別村 村内 20 リース部門 202 土木・建設機械 土木・建設機械

て 499 株式会社　ティー・ワイ 代表取締役　山内　俊男 河西郡更別村字更別192-52 089-1521 0155-52-3528 0155-52-3536 更別村 村内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 総合リース

て 499 株式会社　ティー・ワイ 代表取締役　山内　俊男 河西郡更別村字更別192-52 089-1521 0155-52-3528 0155-52-3536 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 廃棄物処理業務（廃棄物処分（廃棄物処理許可）等）

て 499 株式会社　ティー・ワイ 代表取締役　山内　俊男 河西郡更別村字更別192-52 089-1521 0155-52-3528 0155-52-3536 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈業務（草刈・芝刈・伐採等）

て 499 株式会社　ティー・ワイ 代表取締役　山内　俊男 河西郡更別村字更別192-52 089-1521 0155-52-3528 0155-52-3536 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 除雪業務（除雪・排雪等）

て 499 株式会社　ティー・ワイ 代表取締役　山内　俊男 河西郡更別村字更別192-52 089-1521 0155-52-3528 0155-52-3536 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路清掃及び道路維持管理業務

て 871 株式会社　帝国データバンク　帯広支店 支店長　山元　勝海 帯広市大通南9丁目4　帯広大通ビル4階 080-0010 0155-24-3445 0155-24-0609 帯広市 管内 3 教育部門 33 図書及び出版物
帝国ニュース、帝国データバンク会社年鑑、全国企業財
務諸表分析統計、TDBキャッシュフロー分析統計

て 871 株式会社　帝国データバンク　帯広支店 支店長　山元　勝海 帯広市大通南9丁目4　帯広大通ビル4階 080-0010 0155-24-3445 0155-24-0609 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

企業信用調査、企業誘致調査、経済調査、社会調査、
市場調査

て 872 株式会社　ティワイネット 代表取締役　齊藤　政樹 帯広市東2条南25丁目11番地1 080-0802 0155-67-5571 0155-67-5582 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類
記章、メダル、トロフィー、ノベルティ類制作、デザイン制
作を含む

て 872 株式会社　ティワイネット 代表取締役　齊藤　政樹 帯広市東2条南25丁目11番地1 080-0802 0155-67-5571 0155-67-5582 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類

看板、立て看板、懸垂幕、パネル類、関連するデザイン
制作

て 872 株式会社　ティワイネット 代表取締役　齊藤　政樹 帯広市東2条南25丁目11番地1 080-0802 0155-67-5571 0155-67-5582 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷
オンデマンド印刷（チラシ、名刺、シール）、大型出力機
（大判出力）、デザイン制作を含む

て 872 株式会社　ティワイネット 代表取締役　齊藤　政樹 帯広市東2条南25丁目11番地1 080-0802 0155-67-5571 0155-67-5582 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

新聞・テレビ・ラジオ広告、各種企画、写真撮影、ホーム
ページ制作

て 782 株式会社　テクノラボ 代表取締役　石井　茂喜 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 004-0015 011-807-6151 011-807-6155 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、サーバー、複合機等

て 782 株式会社　テクノラボ 代表取締役　石井　茂喜 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 004-0015 011-807-6151 011-807-6155 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 コンピュータ製品、パソコンソフト等

て 782 株式会社　テクノラボ 代表取締役　石井　茂喜 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 004-0015 011-807-6151 011-807-6155 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、サーバー、複合機等

て 782 株式会社　テクノラボ 代表取締役　石井　茂喜 札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 004-0015 011-807-6151 011-807-6155 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発、プログラミング等

て 855 テスコ　株式会社 代表取締役　髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 101-0065 03-5244-5311 03-5244-5661 東京都 道外 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
工業薬品（廃棄物処理施設、浸出水処理施設、各種水
処理施設等で使用する工業薬品）

て 855 テスコ　株式会社 代表取締役　髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 101-0065 03-5244-5311 03-5244-5661 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

廃棄物処理施設の運転維持、保守管理業務、公共施
設等の運営維持管理業務、水道・ガス等の公共料金の

て 855 テスコ　株式会社 代表取締役　髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 101-0065 03-5244-5311 03-5244-5661 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

各種水処理施設等の運転維持、保守管理業務

て 855 テスコ　株式会社 代表取締役　髙橋　久治 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 101-0065 03-5244-5311 03-5244-5661 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 公共施設等の建物内清掃

で 431 株式会社　DISPO． 代表取締役　杉山　博康 帯広市西20条4丁目2番地 080-2460 0155-35-8855 0155-35-8856 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬

で 431 株式会社　DISPO． 代表取締役　杉山　博康 帯広市西20条4丁目2番地 080-2460 0155-35-8855 0155-35-8856 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 2 衛生部門 23 衛生部門機器修繕
抗菌マスクホルダー、飛沫感染対策用フィルム、クリア
カーテン

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

ＰＰＣ用紙、用紙（上質、中質紙、模造紙）、偽造防止用
紙、複写感光紙、紙製品（画用紙、半紙、帳票、封筒、

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 平版印刷、凸版印刷、凹版印刷、シール・ラベル印刷

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷
ＯＣＲ・ＯＭＲ、水道検針票（ロール紙&蛇腹紙）、連続伝
票用紙、帳票、圧着ハガキ

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 5 印刷部門 54 特殊印刷 無版印刷、製本、偽造防止印刷等

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 イージーレスキュー、レスキューボード（紙製簡易担架）

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

ソフトウェア開発、情報処理サービス、データベース構
築、ネットワーク運用・保守、データ入力（給与報告、ア

で 94 株式会社　ディーソル　北海道営業所 主任　大島　隆司
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10
札幌市エレクトロニクスセンター306

004-0015 011-805-4361 011-805-4362 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

印刷物の封入封緘、コールセンター業務、各種事務局
代行業務（資格試験の受験票発送・ＯＭＲ採点・合格通

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療・介護用ベッド、車いす、歩行器、杖等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 体育用品等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 光学機器、実験機器、視聴覚機器等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 複写機、シュレッダー等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 トナーカートリッジ、額縁等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 特注家具、各種机・カウンター、パーテーション等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 各種カメラ、映写機、プロジェクター等
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で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 メダル、トロフィー、盾、カップ、腕章等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 暗幕、横断幕、懸垂幕、どんちょう等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、各種パネル等

で 762 株式会社　ディステリア京屋 代表取締役　武石　悟 帯広市西8条南6丁目7番地 080-0018 0155-22-2151 0155-22-2164 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器

で 223 株式会社　データ管理 代表取締役　名和　靖史 帯広市西12条北5丁目4番地49 080-0042 0155-36-8139 0155-36-3640 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
次亜塩素酸ソーダ、ポリ塩化アルミニウム、炭酸ソー
ダ、苛性ソーダ、凝集剤、固形塩素、脱臭剤、脱硫剤、

で 223 株式会社　データ管理 代表取締役　名和　靖史 帯広市西12条北5丁目4番地49 080-0042 0155-36-8139 0155-36-3640 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上水道施設点検維持管理業務

で 223 株式会社　データ管理 代表取締役　名和　靖史 帯広市西12条北5丁目4番地49 080-0042 0155-36-8139 0155-36-3640 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 多目的広場等の運営維持管理業務

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

浄水装置（地下水利用膜ろ過システム）、各種施設の設
備機器

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 各種施設の電気・電気通信機器

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 1 産業部門 6 理化学機器 水・汚泥等分析機器、実験用機器

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
工業薬品（高分子凝集剤、次亜塩素酸ナトリウム等）、
分析用試薬

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 各種施設の清掃

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 各種施設の常駐警備

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上下水道の運営・維持管理・保守点検、浄化槽保守点
検

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 各種施設の電気・機械警備の保守点検

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 各種システム開発、保守点検

で 685 株式会社　データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号 060-0807 011-726-7661 011-726-7565 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務

廃棄物処理場の維持管理・保守点検、産業廃棄物収集
運搬

で 27 株式会社　データホライゾン 代表取締役　内海　良夫 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号広島ミクシス・ビル 733-0834 082-279-5550 082-501-2276 広島県 道外 5 印刷部門 50 一般印刷
ジェネリック医薬品差額通知書、受診推奨通知書、服薬
情報通知書

で 27 株式会社　データホライゾン 代表取締役　内海　良夫 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号広島ミクシス・ビル 733-0834 082-279-5550 082-501-2276 広島県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

データヘルス計画作成サービス、特定健康診査等実施
計画作成サービス、医療費分析サービス、ジェネリック

で 27 株式会社　データホライゾン 代表取締役　内海　良夫 広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号広島ミクシス・ビル 733-0834 082-279-5550 082-501-2276 広島県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

レセプトデータ化、健診・検査データ化、レセプトと健診・
検査データの突合

で 64 株式会社　デスティネーション十勝 代表取締役社長　後藤　健市 帯広市西13条南8丁目1番地 080-0023 0155-66-6191 0155-66-6192 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他

キャンプ用テント、シェルター、タープ類、アウトドアテー
ブル、チェア

で 64 株式会社　デスティネーション十勝 代表取締役社長　後藤　健市 帯広市西13条南8丁目1番地 080-0023 0155-66-6191 0155-66-6192 帯広市 管内 9
その他の
部門 93 食料品類 食肉（鹿肉、牛肉、キャンプ用食材）

で 64 株式会社　デスティネーション十勝 代表取締役社長　後藤　健市 帯広市西13条南8丁目1番地 080-0023 0155-66-6191 0155-66-6192 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 アウトドアイベントの企画、実施

で 64 株式会社　デスティネーション十勝 代表取締役社長　後藤　健市 帯広市西13条南8丁目1番地 080-0023 0155-66-6191 0155-66-6192 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

アウトドアスペースのコンサルティング、旅行業法に基
づく旅行業及び旅行業者代理業務

で 952 デロイトトーマツ税理士法人 理事長　野邑　和輝 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号　丸の内二重橋ビルディング 100-8362 03-6213-3800 03-6213-3801 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 税務代理、税務署類の作成、税務相談業務等

と 172 株式会社　東洋実業　帯広営業所 所長　絹川　政春 帯広市西6条南6丁目3番地　 080-0016 0155-27-3142 0155-27-3143 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 一般建物清掃、ビル清掃

と 172 株式会社　東洋実業　帯広営業所 所長　絹川　政春 帯広市西6条南6丁目3番地　 080-0016 0155-27-3142 0155-27-3143 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 常駐警備、交通警備

と 172 株式会社　東洋実業　帯広営業所 所長　絹川　政春 帯広市西6条南6丁目3番地　 080-0016 0155-27-3142 0155-27-3143 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備、ボイラー、空調設備

と 172 株式会社　東洋実業　帯広営業所 所長　絹川　政春 帯広市西6条南6丁目3番地　 080-0016 0155-27-3142 0155-27-3143 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 環境測定、水質等検査

と 172 株式会社　東洋実業　帯広営業所 所長　絹川　政春 帯広市西6条南6丁目3番地　 080-0016 0155-27-3142 0155-27-3143 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 労働者派遣

と 712 株式会社　十勝産電社 代表　井澤　潤二 河東郡士幌町字中士幌西2線72-155 080-1189 01564-7-7770 01564-7-7771 士幌町 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 発電機設備

と 712 株式会社　十勝産電社 代表　井澤　潤二 河東郡士幌町字中士幌西2線72-155 080-1189 01564-7-7770 01564-7-7771 士幌町 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 蓄電池、直流電源装置、無停電電源装置

と 712 株式会社　十勝産電社 代表　井澤　潤二 河東郡士幌町字中士幌西2線72-155 080-1189 01564-7-7770 01564-7-7771 士幌町 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 産業部門機器修繕

と 712 株式会社　十勝産電社 代表　井澤　潤二 河東郡士幌町字中士幌西2線72-155 080-1189 01564-7-7770 01564-7-7771 士幌町 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 カーバッテリー、オイル、クーラント

と 712 株式会社　十勝産電社 代表　井澤　潤二 河東郡士幌町字中士幌西2線72-155 080-1189 01564-7-7770 01564-7-7771 士幌町 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 非常用発電機

と 712 株式会社　十勝産電社 代表　井澤　潤二 河東郡士幌町字中士幌西2線72-155 080-1189 01564-7-7770 01564-7-7771 士幌町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

発電機設備、蓄電池、直流電源装置、無停電電源装置
保守点検

と 803 株式会社　十勝マイクロ 代表取締役　横川　徳仁 帯広市東4条南13丁目19 080-0804 0155-24-2171 0155-24-2172 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷 オンデマンド印刷

と 803 株式会社　十勝マイクロ 代表取締役　横川　徳仁 帯広市東4条南13丁目19 080-0804 0155-24-2171 0155-24-2172 帯広市 管内 5 印刷部門 55 複写類 マイクロフィルム、大型カラーコピー等

と 803 株式会社　十勝マイクロ 代表取締役　横川　徳仁 帯広市東4条南13丁目19 080-0804 0155-24-2171 0155-24-2172 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 制服、ユニフォーム、イベントＴシャツ等印刷・販売

と 907 株式会社　十勝毎日新聞社 代表取締役　林　浩史 帯広市東1条南8丁目2 080-0801 0155-23-2323 0155-24-9190 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

新聞広告、テレビ広告、ラジオ広告、各種企画、写真撮
影、ビデオ・ＤＶＤ・ホームページ制作
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番号 名称 代表者氏名 住所 郵便番号 電話番号 FAX番号

営業所
所在地

管内管外 コード 大分類名称 コード 中分類名称 備考

と 792 株式会社　トヨタレンタリース帯広 代表取締役　山田　雅博 帯広市東3条南10丁目5番地1 080-0803 0155-25-0100 0155-22-6449 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 乗用車、軽自動車、バス、トラック、バン

と 792 株式会社　トヨタレンタリース帯広 代表取締役　山田　雅博 帯広市東3条南10丁目5番地1 080-0803 0155-25-0100 0155-22-6449 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 自動車以外の車両で車検を有するもの

と 792 株式会社　トヨタレンタリース帯広 代表取締役　山田　雅博 帯広市東3条南10丁目5番地1 080-0803 0155-25-0100 0155-22-6449 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品

タイヤ、オイル、バッテリー、クーラント、シートカバー、
電装品、自動車用品

と 792 株式会社　トヨタレンタリース帯広 代表取締役　山田　雅博 帯広市東3条南10丁目5番地1 080-0803 0155-25-0100 0155-22-6449 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む）

乗用車、軽自動車、バス、トラック、バン（特殊車両含
む）

と 488 株式会社　トライストーム 代表取締役　白井　孝志 帯広市西9条南3丁目11番地 080-0019 0155-66-7483 0155-66-7484 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園遊具、ベンチ、車止め等公園施設製品

と 488 株式会社　トライストーム 代表取締役　白井　孝志 帯広市西9条南3丁目11番地 080-0019 0155-66-7483 0155-66-7484 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 グラウンド施設製品、パークゴルフ製品

と 488 株式会社　トライストーム 代表取締役　白井　孝志 帯広市西9条南3丁目11番地 080-0019 0155-66-7483 0155-66-7484 帯広市 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 公園遊具・施設の修繕

と 488 株式会社　トライストーム 代表取締役　白井　孝志 帯広市西9条南3丁目11番地 080-0019 0155-66-7483 0155-66-7484 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 フェンス、門扉、人工芝等外構製品

と 711 株式会社　登寿ホールディングス 代表取締役　宮坂　寿文 帯広市西13条南14丁目1番地2 080-0023 0155-23-2032 0155-23-2042 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 清掃用品、ウエス、マット類

と 711 株式会社　登寿ホールディングス 代表取締役　宮坂　寿文 帯広市西13条南14丁目1番地2 080-0023 0155-23-2032 0155-23-2042 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 トイレットペーパー、ペーパータオル、ワックス、洗剤

と 711 株式会社　登寿ホールディングス 代表取締役　宮坂　寿文 帯広市西13条南14丁目1番地2 080-0023 0155-23-2032 0155-23-2042 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 建物清掃

と 688 東京センチュリー株式会社 代表取締役　馬場　高一 東京都千代田区神田練塀町3番地 101-0022 03-5818-8650 03-3836-2845 東京都 道外 20 リース部門 201 事務用機器 電子計算機及び関連機器、事務機器

と 688 東京センチュリー株式会社 代表取締役　馬場　高一 東京都千代田区神田練塀町3番地 101-0022 03-5818-8650 03-3836-2845 東京都 道外 20 リース部門 202 土木・建設機械 土木・建設機械

と 688 東京センチュリー株式会社 代表取締役　馬場　高一 東京都千代田区神田練塀町3番地 101-0022 03-5818-8650 03-3836-2845 東京都 道外 20 リース部門 203 医療機器 医療機器

と 688 東京センチュリー株式会社 代表取締役　馬場　高一 東京都千代田区神田練塀町3番地 101-0022 03-5818-8650 03-3836-2845 東京都 道外 20 リース部門 204 その他 通信機器、産業機器、あらゆる機器・設備

と 460 東邦薬品　株式会社　帯広営業所 所長　辻　正信 帯広市西23条南3丁目27-5 080-2464 0155-58-2100 0155-58-2121 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医薬品（一般用医薬品、医療用医薬品）、毒劇物、試薬

と 460 東邦薬品　株式会社　帯広営業所 所長　辻　正信 帯広市西23条南3丁目27-5 080-2464 0155-58-2100 0155-58-2121 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
医療用具、医療用品類（注射針、絆創膏、衛生材料
等）、一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機

と 460 東邦薬品　株式会社　帯広営業所 所長　辻　正信 帯広市西23条南3丁目27-5 080-2464 0155-58-2100 0155-58-2121 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 その他一般薬品資材類（医療用ベッド、車イス等）

と 394 東洋　株式会社 代表取締役　角　高紀 帯広市西10条南9丁目7番地 080-0020 0155-23-1321 0155-22-0253 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷
ポスター、要覧、記念誌、名刺、シール・ステッカー等の
印刷

と 394 東洋　株式会社 代表取締役　角　高紀 帯広市西10条南9丁目7番地 080-0020 0155-23-1321 0155-22-0253 帯広市 管内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 ビジネスフォーム、裏カーボン帳票等の印刷

と 394 東洋　株式会社 代表取締役　角　高紀 帯広市西10条南9丁目7番地 080-0020 0155-23-1321 0155-22-0253 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 ライター、タオル、カレンダー等の名入れ印刷販売

と 394 東洋　株式会社 代表取締役　角　高紀 帯広市西10条南9丁目7番地 080-0020 0155-23-1321 0155-22-0253 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

広告等の企画・デザイン・編集、ホームページ・CD・DVD
製作、写真撮影

と 567 東洋計器　株式会社　札幌支店 支店長　藤平　朋昭 札幌市中央区大通西7丁目2-2 060-0042 011-271-0123 011-218-2054 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水道メーター及び関連資材

と 618 東洋通工　株式会社 代表取締役　塚野　英吉 帯広市西15条南10丁目1番地33 080-0025 0155-34-3906 0155-34-6699 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電話機、交換機、放送設備、テレビ・ビデオ装置、オー
ディオ装置、無線装置

と 618 東洋通工　株式会社 代表取締役　塚野　英吉 帯広市西15条南10丁目1番地33 080-0025 0155-34-3906 0155-34-6699 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、複写機、ファックス

と 618 東洋通工　株式会社 代表取締役　塚野　英吉 帯広市西15条南10丁目1番地33 080-0025 0155-34-3906 0155-34-6699 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消防ホース、消火器、消火薬剤、防災用品

と 618 東洋通工　株式会社 代表取締役　塚野　英吉 帯広市西15条南10丁目1番地33 080-0025 0155-34-3906 0155-34-6699 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
電話機、交換機、放送設備、テレビ・ビデオ装置、オー
ディオ装置、無線装置修繕

と 618 東洋通工　株式会社 代表取締役　塚野　英吉 帯広市西15条南10丁目1番地33 080-0025 0155-34-3906 0155-34-6699 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 複写機、ファックス等

と 618 東洋通工　株式会社 代表取締役　塚野　英吉 帯広市西15条南10丁目1番地33 080-0025 0155-34-3906 0155-34-6699 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電話機、交換機、火災報知機等の保守点検業務

と 183 東洋ロードメンテナンス　株式会社 代表取締役　山口　拓宏 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号 060-0006 011-642-8211 011-644-6827 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上下水道管渠内カメラ調査及び清掃、修繕

と 799 東和E&C　株式会社 代表取締役　成田　正志 札幌市東区北41条東8丁目2番25号 007-0841 011-743-2233 011-743-2319 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 映像・音響設備、コンピュータ設備等

と 799 東和E&C　株式会社 代表取締役　成田　正志 札幌市東区北41条東8丁目2番25号 007-0841 011-743-2233 011-743-2319 札幌市 道内 3 教育部門 34 各種教材用品 視聴覚機器、テレビ会議システム、教育用パソコン

と 799 東和E&C　株式会社 代表取締役　成田　正志 札幌市東区北41条東8丁目2番25号 007-0841 011-743-2233 011-743-2319 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 OA機器、ソフトウェア

と 799 東和E&C　株式会社 代表取締役　成田　正志 札幌市東区北41条東8丁目2番25号 007-0841 011-743-2233 011-743-2319 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 映像・音響設備保守点検業務

と 753 十勝事務機販売　株式会社 代表取締役　香川　哲也 帯広市西19条南1丁目4番地20 080-2469 0155-38-2511 0155-41-4566 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
事務機器、OA機器（パソコン等）、複写機、タブレット、
シュレッダー等

と 753 十勝事務機販売　株式会社 代表取締役　香川　哲也 帯広市西19条南1丁目4番地20 080-2469 0155-38-2511 0155-41-4566 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 事務用家具、調度品

と 753 十勝事務機販売　株式会社 代表取締役　香川　哲也 帯広市西19条南1丁目4番地20 080-2469 0155-38-2511 0155-41-4566 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文具類、紙、各種用紙類

と 753 十勝事務機販売　株式会社 代表取締役　香川　哲也 帯広市西19条南1丁目4番地20 080-2469 0155-38-2511 0155-41-4566 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 カメラ（デジタルカメラ）及び付属品

と 753 十勝事務機販売　株式会社 代表取締役　香川　哲也 帯広市西19条南1丁目4番地20 080-2469 0155-38-2511 0155-41-4566 帯広市 管内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 事務部門機器修繕

と 753 十勝事務機販売　株式会社 代表取締役　香川　哲也 帯広市西19条南1丁目4番地20 080-2469 0155-38-2511 0155-41-4566 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器
複写機、印刷機、プリンター、タブレット、パソコン及び周
辺機器



頭文字
受付
番号 名称 代表者氏名 住所 郵便番号 電話番号 FAX番号

営業所
所在地

管内管外 コード 大分類名称 コード 中分類名称 備考

と 753 十勝事務機販売　株式会社 代表取締役　香川　哲也 帯広市西19条南1丁目4番地20 080-2469 0155-38-2511 0155-41-4566 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電話機、交換機、電算システム、複写機、印刷機、プリ
ンターの保守点検業務

と 4 とかちスズキ株式会社 代表取締役　鈴木　修士 帯広市大通南23丁目10番地 080-0010 0155-25-0505 0155-25-7401 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 自動車（乗用自動車・軽自動車・貨物自動車）

と 4 とかちスズキ株式会社 代表取締役　鈴木　修士 帯広市大通南23丁目10番地 080-0010 0155-25-0505 0155-25-7401 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両用品（自動車部品・用品）

と 4 とかちスズキ株式会社 代表取締役　鈴木　修士 帯広市大通南23丁目10番地 080-0010 0155-25-0505 0155-25-7401 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両修繕（一般整備・車検整備・板金塗装）、指定工場

と 901 十勝三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　享 帯広市西16条北1丁目21番地5 080-0046 0155-33-1313 0155-34-1335 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 乗用車、軽自動車

と 901 十勝三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　享 帯広市西16条北1丁目21番地5 080-0046 0155-33-1313 0155-34-1335 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 小型貨物車、軽貨物車

と 901 十勝三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　享 帯広市西16条北1丁目21番地5 080-0046 0155-33-1313 0155-34-1335 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 自動車部品・用品

と 901 十勝三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　享 帯広市西16条北1丁目21番地5 080-0046 0155-33-1313 0155-34-1335 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 自動車車検整備・修理

と 901 十勝三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　鈴木　享 帯広市西16条北1丁目21番地5 080-0046 0155-33-1313 0155-34-1335 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 車両

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 連続帳票、ビジネスフォーム全般

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷 ポスター、パンフレット、チラシ等、一般印刷全般

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 OCR、改ざん防止用紙等

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 5 印刷部門 54 特殊印刷
カード、封筒、データプリントサービス、オンデマンド印刷
等

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
システム機器、OA機器、フォーム処理機、シュレッダー
等

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 PPC用紙、NIP用紙、トナー等コンピュータ用品

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 ギフト、ノベルティ、カレンダー等

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 机、椅子、パーティーション類

と 758 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 所長　川村　美人 帯広市大通南9丁目4 080-0010 0155-27-2475 0155-28-2224 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 情報処理システムのコンサルティング・開発受託等

と 776 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部北海道事業部 執行役員事業部長　我妻　康 札幌市西区二十四軒4条1丁目1番30号 063-8555 011-614-6111 011-631-3788 札幌市 道内 3 教育部門 34 各種教材用品 デジタル教材

と 776 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部北海道事業部 執行役員事業部長　我妻　康 札幌市西区二十四軒4条1丁目1番30号 063-8555 011-614-6111 011-631-3788 札幌市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 書籍類、ポスター、冊子等

と 776 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部北海道事業部 執行役員事業部長　我妻　康 札幌市西区二十四軒4条1丁目1番30号 063-8555 011-614-6111 011-631-3788 札幌市 道内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 ICカード、商品券

と 776 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部北海道事業部 執行役員事業部長　我妻　康 札幌市西区二十四軒4条1丁目1番30号 063-8555 011-614-6111 011-631-3788 札幌市 道内 5 印刷部門 55 複写類 帳票、複写伝票

と 776 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部北海道事業部 執行役員事業部長　我妻　康 札幌市西区二十四軒4条1丁目1番30号 063-8555 011-614-6111 011-631-3788 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ホームページ制作

と 776 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部北海道事業部 執行役員事業部長　我妻　康 札幌市西区二十四軒4条1丁目1番30号 063-8555 011-614-6111 011-631-3788 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 事務局運営、デジタルアーカイブ化

と 317 トヨタカローラ帯広　株式会社 代表取締役　若林　剛 帯広市大通南2丁目1番地 080-0010 0155-25-5121 0155-22-1658 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 新車及び中古車の販売

と 317 トヨタカローラ帯広　株式会社 代表取締役　若林　剛 帯広市大通南2丁目1番地 080-0010 0155-25-5121 0155-22-1658 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 自動車部品及び用品の販売

と 317 トヨタカローラ帯広　株式会社 代表取締役　若林　剛 帯広市大通南2丁目1番地 080-0010 0155-25-5121 0155-22-1658 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 自動車の車検・点検・整備・修理

と 317 トヨタカローラ帯広　株式会社 代表取締役　若林　剛 帯広市大通南2丁目1番地 080-0010 0155-25-5121 0155-22-1658 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 自動車のリース

ど 646 株式会社　道銀地域総合研究所 代表取締役　上杉　真 札幌市中央区大通西4丁目1番地 060-8676 011-233-3561 011-207-5220 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

金融、経済、産業、市場、家計、企業経営及び公共政策
等に関する調査・研究の受託並びにコンサルティング

ど 513 株式会社　道東オーテック 代表取締役　木村　博 帯広市西12条南12丁目4番地 080-0022 0155-24-3712 0155-25-3531 帯広市 管内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

管、継ぎ手バルブ類、自動制御機器及び付随機器

ど 513 株式会社　道東オーテック 代表取締役　木村　博 帯広市西12条南12丁目4番地 080-0022 0155-24-3712 0155-25-3531 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 ボイラ、ポンプ、送風機、空調機等機器修理

ど 513 株式会社　道東オーテック 代表取締役　木村　博 帯広市西12条南12丁目4番地 080-0022 0155-24-3712 0155-25-3531 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 フィルター、清缶剤、高分子凝集剤

ど 513 株式会社　道東オーテック 代表取締役　木村　博 帯広市西12条南12丁目4番地 080-0022 0155-24-3712 0155-25-3531 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

ボイラ・ポンプ・送風機・空調機等保守点検業務、自動
制御機器等保守点検業務

ど 559 特定非営利活動法人　どんぐり村サラリ 理事長　髙畑　昭子 河西郡更別村字更別南1線91番地21 089-1513 0155-53-5100 0155-67-6822 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 清掃業務

ど 559 特定非営利活動法人　どんぐり村サラリ 理事長　髙畑　昭子 河西郡更別村字更別南1線91番地21 089-1513 0155-53-5100 0155-67-6822 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 管理業務

ど 559 特定非営利活動法人　どんぐり村サラリ 理事長　髙畑　昭子 河西郡更別村字更別南1線91番地21 089-1513 0155-53-5100 0155-67-6822 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 水質検査業務

ど 6 有限会社　道東環境 代表取締役　小坂　修 中川郡幕別町札内共栄町175番地の6 089-0538 0155-20-5577 0155-20-5587 幕別町 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 工業薬品、殺虫剤、殺鼠剤

ど 6 有限会社　道東環境 代表取締役　小坂　修 中川郡幕別町札内共栄町175番地の6 089-0538 0155-20-5577 0155-20-5587 幕別町 管内 9
その他の
部門 97 その他 捕虫機、捕獲器、ハチ用防護服

ど 6 有限会社　道東環境 代表取締役　小坂　修 中川郡幕別町札内共栄町175番地の6 089-0538 0155-20-5577 0155-20-5587 幕別町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 ネズミ・害虫防除、殺菌消毒

ど 6 有限会社　道東環境 代表取締役　小坂　修 中川郡幕別町札内共栄町175番地の6 089-0538 0155-20-5577 0155-20-5587 幕別町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 空気環境測定、飲料水検査
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な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装

ロータリー除雪車、グレーダー、タイヤショベル、道路維
持作業車等の販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） パワーショベル、破砕機、維持管理機械等の販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具

建設機械、産業機械、道路維持作業車等の管理器具、
除雪機販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農林業用機械

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 凍結防止剤等の販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 機械修繕

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 乗用自動車、貨物自動車等の販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 一般車両の用品及びタイヤ等の販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車輛修繕

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 作業服、防寒服及び労働安全保護用品等の販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 パネル、けんすい幕、看板、広告塔の設計製作、販売

な 633 株式会社　中島自工 代表取締役　中島　慎司 帯広市西20条北1丁目3番32号 080-2460 0155-33-3141 0155-33-5004 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 自家用自動車の有償貸渡

な 80 株式会社　中西製作所　北海道支店 支店長　渡邉　俊弥 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号 004-0022 011-895-0111 011-892-1550 札幌市 道内 1 産業部門 5 厨房機械器具
業務用厨房機器、洗浄機、消毒保管機、冷却機器、調
理機械器具等

な 80 株式会社　中西製作所　北海道支店 支店長　渡邉　俊弥 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号 004-0022 011-895-0111 011-892-1550 札幌市 道内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 洗剤類、食器、食缶、清掃用具用品類

な 80 株式会社　中西製作所　北海道支店 支店長　渡邉　俊弥 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号 004-0022 011-895-0111 011-892-1550 札幌市 道内 8 繊維部門 80 被服類 白衣類

な 80 株式会社　中西製作所　北海道支店 支店長　渡邉　俊弥 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号 004-0022 011-895-0111 011-892-1550 札幌市 道内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 調理用靴類

な 80 株式会社　中西製作所　北海道支店 支店長　渡邉　俊弥 札幌市厚別区厚別南3丁目2番28号 004-0022 011-895-0111 011-892-1550 札幌市 道内 1 産業部門 7 測量・計量機器 計量器機類

な 751 ナブコシステム　株式会社　帯広営業所 所長　谷　天心 帯広市西4条南28丁目2番地5 080-0014 0155-26-3558 0155-26-3559 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 自動ドア保守業務

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ポンプ

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 特殊車両（除雪車、ド－ザ、ローラー、各種積込機器）

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 発電機

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 環境関連機器（ごみ処理機器等）、コンテナ、ハウス

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 2 衛生部門 22 衛生資材 焼却炉

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 1 産業部門 9 建材・原材料
融雪剤、塩化カルシウム、凍結防止剤、セメント、生コン
クリート

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 空調機器、配電機器、変圧機器、照明機器等

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 木材加工機器、木材乾燥機器

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 1 産業部門 5 厨房機械器具
厨具（調理機器、熟機器、冷凍・冷蔵庫、消毒保管庫
等）

な 921 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 執行役員　北海道支社長　小松　誠一 札幌市中央区北1条西7丁目1番 060-0001 011-271-5271 011-222-5054 札幌市 道内 7 燃料部門 70 各種燃料 ガソリン、軽油、重油、灯油、LPG

に 432 一般社団法人　日本家族計画協会 理事長　北村　邦夫 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館 162-0843 03-3269-4727 03-3267-2658 東京都 道外 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕

保健指導用教材・備品（健康メモ・指導箋、マタニティ
キーホルダー、妊娠シュミレーター等

に 432 一般社団法人　日本家族計画協会 理事長　北村　邦夫 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館 162-0843 03-3269-4727 03-3267-2658 東京都 道外 3 教育部門 32 音楽関連用品
保健指導用書籍（母子健康手帳、予防接種手帳、冊子
ママパパ学級テキスト等）

に 432 一般社団法人　日本家族計画協会 理事長　北村　邦夫 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館 162-0843 03-3269-4727 03-3267-2658 東京都 道外 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 訪問用乳児体重計・体重台セット、ベビースケール等

に 432 一般社団法人　日本家族計画協会 理事長　北村　邦夫 東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館 162-0843 03-3269-4727 03-3267-2658 東京都 道外 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

備蓄用ほ乳ボトル、段ボール授乳室、ベビー防災包括
ケアセット

に 599 株式会社　NICHIJO 代表取締役　宮澤　和孝 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号 006-0835 011-681-3115 011-682-1326 札幌市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装

ロータリー除雪車、凍結防止剤散布車、圧雪車、除雪・
道路維持に関する機械

に 599 株式会社　NICHIJO 代表取締役　宮澤　和孝 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号 006-0835 011-681-3115 011-682-1326 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具

ロータリー除雪装置、凍結防止剤散布装置、定置式凍
結防止剤散布装置、草刈装置、清掃装置、溶液供給装

に 599 株式会社　NICHIJO 代表取締役　宮澤　和孝 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号 006-0835 011-681-3115 011-682-1326 札幌市 道内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品

ロータリー除雪車、凍結防止剤散布車、圧雪車、除雪・
道路維持に関する機械の部品・用品

に 599 株式会社　NICHIJO 代表取締役　宮澤　和孝 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号 006-0835 011-681-3115 011-682-1326 札幌市 道内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 定置式凍結防止剤散布装置、ロータリ除雪車

に 815 株式会社　西原環境　北海道支店 支店長　長谷川　巧 札幌市東区北6条東3丁目3番地1 060-0906 011-752-8151 011-752-8152 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 水処理機器修繕（上水、下水、汚泥）

に 815 株式会社　西原環境　北海道支店 支店長　長谷川　巧 札幌市東区北6条東3丁目3番地1 060-0906 011-752-8151 011-752-8152 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水処理機器販売（上水、下水、汚泥）

に 815 株式会社　西原環境　北海道支店 支店長　長谷川　巧 札幌市東区北6条東3丁目3番地1 060-0906 011-752-8151 011-752-8152 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 高分子凝集剤等

に 815 株式会社　西原環境　北海道支店 支店長　長谷川　巧 札幌市東区北6条東3丁目3番地1 060-0906 011-752-8151 011-752-8152 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水道処理施設維持管理業務、浄化槽保守点検
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に 815 株式会社　西原環境　北海道支店 支店長　長谷川　巧 札幌市東区北6条東3丁目3番地1 060-0906 011-752-8151 011-752-8152 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 水処理機器等保守点検

に 405 株式会社　ニチイ学館 代表取締役　森　信介 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地 101-8688 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 道外 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療用ベッド、車椅子、紙おむつ等介護用品

に 405 株式会社　ニチイ学館 代表取締役　森　信介 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地 101-8688 03-3291-2121 03-3291-6886 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

医療事務、総合事業（地域支援事業）、保育事業、人材
派遣（介護・医療・保育）

に 681 株式会社　日水コン　北海道支所 支所長　小棚木　修 札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 060-0003 011-281-2408 011-281-2410 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 電子計算機：サーバ、パソコン及び周辺機器

に 681 株式会社　日水コン　北海道支所 支所長　小棚木　修 札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 060-0003 011-281-2408 011-281-2410 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 環境測定及び水質検査：河川水

に 681 株式会社　日水コン　北海道支所 支所長　小棚木　修 札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 060-0003 011-281-2408 011-281-2410 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 電算機関係：GISシステム開発

に 681 株式会社　日水コン　北海道支所 支所長　小棚木　修 札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 060-0003 011-281-2408 011-281-2410 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 公告・企画：計画書作成、イベント運営

に 681 株式会社　日水コン　北海道支所 支所長　小棚木　修 札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 060-0003 011-281-2408 011-281-2410 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

管理：下水処理場の管理

に 199 株式会社　日本コンサルタントグループ　札幌営業所 所長　栗塚　誉之 札幌市中央区北5条西6丁目2番2号 060-0005 011-251-7564 011-241-8971 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 自治体職員を対象とする研修の企画提案及び実施

に 199 株式会社　日本コンサルタントグループ　札幌営業所 所長　栗塚　誉之 札幌市中央区北5条西6丁目2番2号 060-0005 011-251-7564 011-241-8971 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

総合計画等各種計画策定業務及びそれに伴う調査業
務

に 868 株式会社　日本防災技術センター　帯広営業所 所長　久保沼　秀和 帯広市白樺16条東20丁目10番地 080-0050 0155-38-5620 0155-38-5621 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消火器、避難器具、消防ホース等

に 868 株式会社　日本防災技術センター　帯広営業所 所長　久保沼　秀和 帯広市白樺16条東20丁目10番地 080-0050 0155-38-5620 0155-38-5621 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 照明器具等

に 868 株式会社　日本防災技術センター　帯広営業所 所長　久保沼　秀和 帯広市白樺16条東20丁目10番地 080-0050 0155-38-5620 0155-38-5621 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 消防用設備保守点検

に 868 株式会社　日本防災技術センター　帯広営業所 所長　久保沼　秀和 帯広市白樺16条東20丁目10番地 080-0050 0155-38-5620 0155-38-5621 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

貯水槽清掃、タンク漏洩検査

に 66 西十勝浄化　株式会社 代表取締役　池戸　励 上川郡清水町本通9丁目19番地 089-0136 0156-62-5839 0156-62-2278 清水町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

浄化槽清掃、浄化槽維持管理、下水処理場維持管理

に 66 西十勝浄化　株式会社 代表取締役　池戸　励 上川郡清水町本通9丁目19番地 089-0136 0156-62-5839 0156-62-2278 清水町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃棄物（一般・産業）収集運搬

に 409 日清医療食品　株式会社　北海道支店 支店長　桜井　剛 札幌市中央区北3条西4丁目1-1　日本生命札幌ビル20階 060-0003 011-219-6200 011-219-6211 札幌市 道内 9
その他の
部門 93 食料品類 病院・施設への食品販売

に 409 日清医療食品　株式会社　北海道支店 支店長　桜井　剛 札幌市中央区北3条西4丁目1-1　日本生命札幌ビル20階 060-0003 011-219-6200 011-219-6211 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 115 調理・配食業務 病院の給食受託業務・施設への食事提供サービス

に 297 日通リース＆ファイナンス株式会社 支店長　瀧沢　淳 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9 060-0003 011-633-9007 011-616-0581 札幌市 道内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 乗用車、バス、トラック、除雪車、重機、フォークリフト

に 297 日通リース＆ファイナンス株式会社 支店長　瀧沢　淳 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9 060-0003 011-633-9007 011-616-0581 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
パソコン、プリンタ、サーバー、ソフトウェア、その他周辺
機器

に 297 日通リース＆ファイナンス株式会社 支店長　瀧沢　淳 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9 060-0003 011-633-9007 011-616-0581 札幌市 道内 20 リース部門 202 土木・建設機械 フォークリフト

に 297 日通リース＆ファイナンス株式会社 支店長　瀧沢　淳 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9 060-0003 011-633-9007 011-616-0581 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 AED、解析装置、診断機器、その他高度管理医療機器

に 297 日通リース＆ファイナンス株式会社 支店長　瀧沢　淳 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9 060-0003 011-633-9007 011-616-0581 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 音響装置、施設設備、産業機器、事務用機器

に 308 日東美装興業　株式会社 代表取締役　白井　英幸 帯広市西3条南15丁目11番地 080-0013 0155-24-2700 0155-24-2743 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 建築物についての内外装の美装及び清掃

に 308 日東美装興業　株式会社 代表取締役　白井　英幸 帯広市西3条南15丁目11番地 080-0013 0155-24-2700 0155-24-2743 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 建築物の宿直警備、巡回警備、駐車場等の警備業務

に 308 日東美装興業　株式会社 代表取締役　白井　英幸 帯広市西3条南15丁目11番地 080-0013 0155-24-2700 0155-24-2743 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

貯水槽清掃業務

に 308 日東美装興業　株式会社 代表取締役　白井　英幸 帯広市西3条南15丁目11番地 080-0013 0155-24-2700 0155-24-2743 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 汽缶電気冷凍機等の機械保守管理業務

に 308 日東美装興業　株式会社 代表取締役　白井　英幸 帯広市西3条南15丁目11番地 080-0013 0155-24-2700 0155-24-2743 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 空気環境測定業務

に 79 日本電気　株式会社　帯広支店 支店長　橋本　一昭 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-22-8288 0155-22-8286 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 各種通信・電子機器、汎用コンピュータ

に 79 日本電気　株式会社　帯広支店 支店長　橋本　一昭 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-22-8288 0155-22-8286 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、プリンタ

に 79 日本電気　株式会社　帯広支店 支店長　橋本　一昭 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-22-8288 0155-22-8286 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 通信機器及びコンピュータ機器保守点検業務

に 79 日本電気　株式会社　帯広支店 支店長　橋本　一昭 帯広市西3条南10丁目32番地 080-0013 0155-22-8288 0155-22-8286 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 ソフトウェア等開発

に 492 日本衛生株式会社　道東支店 支店長　藤森　弦 帯広市東7条南5丁目28番地 080-0807 0155-21-2008 0155-21-2009 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務

ねずみ・昆虫等の防除、建築物貯水槽清掃、配水管の
清掃、空気環境測定、ダクト清掃、煤煙測定（計量証

に 492 日本衛生株式会社　道東支店 支店長　藤森　弦 帯広市東7条南5丁目28番地 080-0807 0155-21-2008 0155-21-2009 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

水道法第34条簡易専用水道検査、飲料水、給湯水、雑
用水、浴槽水、プール水、専用水道水、事業場排水、環

に 490 日本会計コンサルティング　株式会社 代表取締役　吉岡　和守 東京都港区東新橋一丁目5番2号 105-7110 03-6686-8629 03-6215-9218 東京都 道外 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 公会計ソフトウェアPPPver.5

に 490 日本会計コンサルティング　株式会社 代表取締役　吉岡　和守 東京都港区東新橋一丁目5番2号 105-7110 03-6686-8629 03-6215-9218 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

公会計に係るコンサルティング、財務書類等作成支援、
公営企業法適用化移行支援、上下水道事業経営戦略

に 581 日本キャタピラー合同会社　帯広営業所 帯広営業所長　西山　尚貴 帯広市西19条北1丁目3番5号 080-2459 0155-33-2171 0155-33-8560 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） パワーショベル、ショベルローダー、ブルドーザー

に 581 日本キャタピラー合同会社　帯広営業所 帯広営業所長　西山　尚貴 帯広市西19条北1丁目3番5号 080-2459 0155-33-2171 0155-33-8560 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 修繕、整備

に 581 日本キャタピラー合同会社　帯広営業所 帯広営業所長　西山　尚貴 帯広市西19条北1丁目3番5号 080-2459 0155-33-2171 0155-33-8560 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 グレーダー、スノーローダー

に 581 日本キャタピラー合同会社　帯広営業所 帯広営業所長　西山　尚貴 帯広市西19条北1丁目3番5号 080-2459 0155-33-2171 0155-33-8560 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品

バッテリー、タイヤ、不凍液、オイル、クーラント、スノー
プラウ
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に 581 日本キャタピラー合同会社　帯広営業所 帯広営業所長　西山　尚貴 帯広市西19条北1丁目3番5号 080-2459 0155-33-2171 0155-33-8560 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 点検・整備、車検

に 581 日本キャタピラー合同会社　帯広営業所 帯広営業所長　西山　尚貴 帯広市西19条北1丁目3番5号 080-2459 0155-33-2171 0155-33-8560 帯広市 管内 20 リース部門 202 土木・建設機械 パワーショベル、ショベルローダー、ブルドーザー

に 785 日本工営　株式会社　札幌支店 支店長　橋場　克泰 札幌市中央区北5条西6丁目2番地 060-0005 011-205-5531 011-252-0345 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 都市計画図、交通状況調査

に 785 日本工営　株式会社　札幌支店 支店長　橋場　克泰 札幌市中央区北5条西6丁目2番地 060-0005 011-205-5531 011-252-0345 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 環境調査

に 785 日本工営　株式会社　札幌支店 支店長　橋場　克泰 札幌市中央区北5条西6丁目2番地 060-0005 011-205-5531 011-252-0345 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 情報処理

に 303 日本調理機　株式会社　北海道支店 支店長　小笠原　享 札幌市豊平区美園2条6丁目3番14号 062-0002 011-841-1581 011-812-9464 札幌市 道内 1 産業部門 5 厨房機械器具
消毒保管庫、食器洗浄機、冷蔵庫、シンク、戸棚、給食
用食器、食缶等

に 420 日本ビズアップ　株式会社 代表取締役　吉岡　和守 東京都港区東新橋一丁目5番2号 105-7110 03-6215-9217 03-6215-9218 東京都 道外 4 事務部門 40 事務用機械 公営企業会計システム構築業務

に 420 日本ビズアップ　株式会社 代表取締役　吉岡　和守 東京都港区東新橋一丁目5番2号 105-7110 03-6215-9217 03-6215-9218 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 アウトソーシング業務

に 773 日本マーキング　株式会社 代表取締役　中谷　一成 札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目2番30号 006-0002 011-666-8780 011-666-8781 札幌市 道内 1 産業部門 9 建材・原材料
常温合材、コンクリート補修材、融雪剤（塩化カルシウ
ム）

に 773 日本マーキング　株式会社 代表取締役　中谷　一成 札幌市手稲区西宮の沢2条2丁目2番30号 006-0002 011-666-8780 011-666-8781 札幌市 道内 9
その他の
部門 91 看板類 道路保安用品（道路標識、コーン類）

に 748 株式会社　　ニットメンテナンス 代表取締役　川村　光徳 札幌市白石区南郷通4丁目北4-20 003-0023 011-863-6870 011-863-8867 札幌市 道内 3 教育部門 30 スポーツ用品 体育機器、スポーツ用品

に 748 株式会社　　ニットメンテナンス 代表取締役　川村　光徳 札幌市白石区南郷通4丁目北4-20 003-0023 011-863-6870 011-863-8867 札幌市 道内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園遊戯機具、児童遊器具、レジャー用品等

に 748 株式会社　　ニットメンテナンス 代表取締役　川村　光徳 札幌市白石区南郷通4丁目北4-20 003-0023 011-863-6870 011-863-8867 札幌市 道内 9
その他の
部門 91 看板類 公園用園名板

に 748 株式会社　　ニットメンテナンス 代表取締役　川村　光徳 札幌市白石区南郷通4丁目北4-20 003-0023 011-863-6870 011-863-8867 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

公園遊機具及び児童遊器具の保守点検・維持管理業
務

に 929 有限会社　日本一安い罠の店 代表取締役　三重野　丈一 大分県由布市狭間町来鉢2996番地2 879-5512 097-583-6767 097-583-6969 大分県 道外 9
その他の
部門 97 その他

有害鳥獣捕獲資材全般（くくり罠・箱罠・発信機・受信機・電
気止め刺し）

に 945 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所 所長　川畑　勇二 北海道札幌市中央区南2条西2丁目8番地 060-0062 011-218-5950 050-3578-5917 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ポンプ、モーター、コンベヤ、パッキン、バグフィルター

に 945 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所 所長　川畑　勇二 北海道札幌市中央区南2条西2丁目8番地 060-0062 011-218-5950 050-3578-5918 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
次亜塩素酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム、液状苛性
ソーダ、活性炭等

に 945 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所 所長　川畑　勇二 北海道札幌市中央区南2条西2丁目8番地 060-0062 011-218-5950 050-3578-5919 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

焼却炉、その他環境衛生施設の設備運転維持及び点検保
守管理

に 945 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所 所長　川畑　勇二 北海道札幌市中央区南2条西2丁目8番地 060-0062 011-218-5950 050-3578-5920 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上水道、下水道施設の設備運転維持及び点検保守管理各
貯留槽清掃

に 945 株式会社　日本管財環境サービス　北海道営業所 所長　川畑　勇二 北海道札幌市中央区南2条西2丁目8番地 060-0062 011-218-5950 050-3578-5921 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務

環境衛生施設の設備等内部清掃、ダイオキシン、アスベス
ト、煙突、外壁

ね 801 Ｎｅｘｔ-ｉ　株式会社　札幌オフィス 代表　藤井　文彦 札幌市中央区北4条西4丁目1-7　MMS札幌駅前ビル1階 060-0004 011-214-1940 011-214-1941 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 各種調査・計画策定及びコンサルティング業務

の 849 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 支社長　前田　剛 帯広市西7条南22丁目8番地 080-0017 0155-22-7606 0155-22-7671 帯広市 管内 4 事務部門 43 印章類 記章、旗、贈答品、プレート

の 849 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 支社長　前田　剛 帯広市西7条南22丁目8番地 080-0017 0155-22-7606 0155-22-7671 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷 チラシ、ポスター、パンフレット、リーフレット等

の 849 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 支社長　前田　剛 帯広市西7条南22丁目8番地 080-0017 0155-22-7606 0155-22-7671 帯広市 管内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 帳票類等

の 849 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 支社長　前田　剛 帯広市西7条南22丁目8番地 080-0017 0155-22-7606 0155-22-7671 帯広市 管内 5 印刷部門 54 特殊印刷 カード類、シルク印刷等

の 849 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 支社長　前田　剛 帯広市西7条南22丁目8番地 080-0017 0155-22-7606 0155-22-7671 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、横断幕、垂幕、イルミネーション等

の 849 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 支社長　前田　剛 帯広市西7条南22丁目8番地 080-0017 0155-22-7606 0155-22-7671 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

新聞、テレビ、ラジオ他、広告全般、ビデオ制作、イルミ
ネーション、司会進行、式典、イベント等設営･運営、コン

の 849 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 支社長　前田　剛 帯広市西7条南22丁目8番地 080-0017 0155-22-7606 0155-22-7671 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 テープ起こし、議事録作成

の 857 株式会社　ノースディライト 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町芽室南3線28番地2 082-0044 0155-62-8816 0155-62-0143 芽室町 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 ポリ塩化アルミニウム

の 857 株式会社　ノースディライト 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町芽室南3線28番地2 082-0061 0155-62-8816 0155-62-0143 芽室町 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 消防ホース、消火器、消化薬剤

の 857 株式会社　ノースディライト 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町芽室南3線28番地2 082-0061 0155-62-8816 0155-62-0143 芽室町 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 トイレットペーパー、日用品、石鹸洗剤、ごみ袋

の 857 株式会社　ノースディライト 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町芽室南3線28番地2 082-0061 0155-62-8816 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 一般建築物清掃

の 857 株式会社　ノースディライト 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町芽室南3線28番地2 082-0061 0155-62-8816 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上下水道管理、浄水場管理、排水管清掃、貯水槽清掃

の 857 株式会社　ノースディライト 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町芽室南3線28番地2 082-0061 0155-62-8816 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

消防用設備点検、ボイラー、防火・防災点検、建築設
備・特定建築物点検

の 857 株式会社　ノースディライト 代表取締役　小林　英史 河西郡芽室町芽室南3線28番地2 082-0061 0155-62-8816 0155-62-0143 芽室町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務

消毒業務、害虫害鳥駆除、ノロウイルス、鳥インフルエ
ンザ消毒

は 651 株式会社　八州　北海道支社 支社長　太田　敦 札幌市中央区南1条西7丁目12番地 060-0061 011-206-7655 011-206-7657 札幌市 道内 5 印刷部門 53 地図印刷 航空写真、地図印刷

は 651 株式会社　八州　北海道支社 支社長　太田　敦 札幌市中央区南1条西7丁目12番地 060-0061 011-206-7655 011-206-7657 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器、GISソフトウェア

は 651 株式会社　八州　北海道支社 支社長　太田　敦 札幌市中央区南1条西7丁目12番地 060-0061 011-206-7655 011-206-7657 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 GISシステム開発、マッピング等

は 289 株式会社　半田美装　更別営業所 所長　越智　勝則 河西郡更別村字更別194番地17 089-1542 0155-52-2250 0155-25-1502 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 ワックス類、洗剤類、トイレットペーパー、清掃資材

は 289 株式会社　半田美装　更別営業所 所長　越智　勝則 河西郡更別村字更別194番地17 089-1542 0155-52-2250 0155-25-1502 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 清掃業務
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は 289 株式会社　半田美装　更別営業所 所長　越智　勝則 河西郡更別村字更別194番地17 089-1542 0155-52-2250 0155-25-1502 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 警備業務、管理業務

は 289 株式会社　半田美装　更別営業所 所長　越智　勝則 河西郡更別村字更別194番地17 089-1542 0155-52-2250 0155-25-1502 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電気設備保守管理、空調設備保守管理・ボイラー運転
保守管理

は 289 株式会社　半田美装　更別営業所 所長　越智　勝則 河西郡更別村字更別194番地17 089-1542 0155-52-2250 0155-25-1502 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈、芝刈、公園管理、緑地管理、グランド整備

は 888 社会福祉法人　博愛会 理事長　細川　吉博 河西郡更別村字更別南3線95番地6 089-1522 0155-53-3300 0155-53-3030 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

介護認定を受けている高齢者住宅で日常生活の一時
的支援及び相談業務、障害者が通所し昼食を取り余暇

は 587 函館インフォメーション・ネットワーク　株式会社 代表取締役　木村　由香里 函館市柏木町16番14号 040-0011 0138-53-1700 0138-53-2323 函館市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 OA機器及びその周辺機器

は 587 函館インフォメーション・ネットワーク　株式会社 代表取締役　木村　由香里 函館市柏木町16番14号 040-0011 0138-53-1700 0138-53-2323 函館市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 情報処理、システム開発等

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） コンプレッサー、発電機

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 芝刈機、チェンソー、農業機械

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 除雪機

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 6 車両部門 60 自動車 普通自動車、バス、トラック

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 オートバイ、自転車

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車輛用品、部品

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車検、車両修繕・点検

は 331 有限会社　林自動車整備工場 代表取締役　林　芳博 河西郡更別村字更別南2線92番地 089-1521 0155-52-2011 0155-52-3321 更別村 村内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 車両

ば 265 バイオマスリサーチ　株式会社 代表取締役　菊池　貞雄 帯広市東2条南4丁目10番地 080-0802 0155-26-0585 0155-67-6307 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

バイオマスエネルギー等再生可能エネルギーの調査・
研究・技術開発・コンサルティング事業、再生可能エネ

ば 584 バイザー株式会社 代表取締役　井上　正巳 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号 450-0003 052-485-7870 050-3606-4443 愛知県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 高速一斉メール配信サービス「すぐメール」

ば 584 バイザー株式会社 代表取締役　井上　正巳 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号 450-0003 052-485-7870 050-3606-4443 愛知県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発

ば 584 バイザー株式会社 代表取締役　井上　正巳 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号 450-0003 052-485-7870 050-3606-4443 愛知県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ホームページ制作

ぱ 149 株式会社　パセオ 代表取締役　星久保　吉正 帯広市西16条南6丁目30番地23号 080-0026 0155-38-5515 0155-38-5545 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 平板、縁石、ILB、自然石、ロードヒーティング器材

ぱ 149 株式会社　パセオ 代表取締役　星久保　吉正 帯広市西16条南6丁目30番地23号 080-0026 0155-38-5515 0155-38-5545 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 遊器具、シェルター、四阿、ベンチ等

ぱ 149 株式会社　パセオ 代表取締役　星久保　吉正 帯広市西16条南6丁目30番地23号 080-0026 0155-38-5515 0155-38-5545 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 遊器具、シェルター、四阿、ベンチ等

ぱ 149 株式会社　パセオ 代表取締役　星久保　吉正 帯広市西16条南6丁目30番地23号 080-0026 0155-38-5515 0155-38-5545 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 モニュメント類

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 保育所・学校・公園施設等の遊具・備品

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ用機器用具・体育施設機器・パークゴルフ用品

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 遊具・スポーツ用機器用具等の修繕

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 フェンス等環境資材、人工芝、カーポート、ガレージ

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
フェンス等環境資材、人工芝、カーポート、ガレージの修
繕

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 9
その他の
部門 91 看板類

看板、案内板、園名板、道路標識等、パークゴルフ用
ホールカップ・フラッグ

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 9
その他の
部門 98 その他修繕

看板、案内板、園名板、道路標識等、パークゴルフ用
ホールカップ・フラッグの修繕

ぱ 327 パークプランニング　株式会社 代表取締役　来海　真起 中川郡幕別町札内みずほ町143番地113 089-0554 0155-56-5001 0155-56-5104 幕別町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

保育所・学校・遊戯施設等の遊具・備品の点検、管理、
修繕

ぱ 75 パナソニックEWエンジニアリング　株式会社　北海道・東北支店 支店長　菊森　慎吾 宮城県仙台市青葉区本町2丁目4番6号 980-0811 022-225-5819 022-268-5713 宮城県 道外 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気製品、舞台照明設備、中央監視部材等

ぱ 75 パナソニックEWエンジニアリング　株式会社　北海道・東北支店 支店長　菊森　慎吾 宮城県仙台市青葉区本町2丁目4番6号 980-0811 022-225-5819 022-268-5713 宮城県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

舞台照明、照明制御、中央監視設備、空調制御設備等
保守点検

ぱ 695 パナソニック　コネクト　株式会社　現場ソリューションカンパニー　東日本社 東日本社社長　岩田　一宏 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号 980-0811 022-212-3701 022-212-3719 宮城県 道外 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電気・通信機器、遠隔制御・交通制御・通信関連機器、
監視・防犯カメラ、業務用カメラ、音響機器

ぱ 695 パナソニック　コネクト　株式会社　現場ソリューションカンパニー　東日本社 東日本社社長　岩田　一宏 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号 980-0811 022-212-3701 022-212-3719 宮城県 道外 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
電気通信、遠隔制御、交通制御、情報処理、情報通
信、音響、映像、パソコンに関する機器、空調設備、電

ぱ 695 パナソニック　コネクト　株式会社　現場ソリューションカンパニー　東日本社 東日本社社長　岩田　一宏 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号 980-0811 022-212-3701 022-212-3719 宮城県 道外 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 プロジェクター、視聴覚機器、電子黒板

ぱ 695 パナソニック　コネクト　株式会社　現場ソリューションカンパニー　東日本社 東日本社社長　岩田　一宏 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号 980-0811 022-212-3701 022-212-3719 宮城県 道外 4 事務部門 40 事務用機械 事務用機器、OA機器（パソコン等）

ぱ 695 パナソニック　コネクト　株式会社　現場ソリューションカンパニー　東日本社 東日本社社長　岩田　一宏 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号 980-0811 022-212-3701 022-212-3719 宮城県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電気・通信機器、無線機、電話・交換機、放送設備、映
像・音響機器、空調設備、電算システムの保守点検

ぱ 695 パナソニック　コネクト　株式会社　現場ソリューションカンパニー　東日本社 東日本社社長　岩田　一宏 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目4番1号 980-0811 022-212-3701 022-212-3719 宮城県 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム、ネットワーク、ソフトウェア、コンテンツの企画・
開発、管理、保守、運用サポート

ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 体温計、身体測定機器等

ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品
スポーツ用機器用具、トレーニング機器、体育施設機
器、ウェア等
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ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 3 教育部門 34 各種教材用品 体育用品等

ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 3 教育部門 35
教育部門機器
・教材修繕 体育用教材の修繕等

ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 トロフィー、楯、のぼり、暗幕、腕章、バッジ等

ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 制服、作業服、白衣、帽子、軍手、介護用ウェア等

ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 長靴、安全靴、合羽、雨衣、ベルト、鞄、テント等

ぱ 539 有限会社　パーソン 代表取締役　増田　光哉 帯広市東4条南17丁目19番地 080-0804 0155-21-1745 0155-21-1746 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務

運動指導員の派遣業務（健康づくりや社内フィットネス
等の運動教室）

ひ 419 株式会社　東日本計装 代表取締役　三浦　修司 札幌市東区北43条東1丁目4番23号 007-0843 011-752-7715 011-752-7713 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

監視制御盤、動力制御盤、電気資材、無線装置、映像
機器

ひ 419 株式会社　東日本計装 代表取締役　三浦　修司 札幌市東区北43条東1丁目4番23号 007-0843 011-752-7715 011-752-7713 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気・計装機器修繕、各種電気制御盤修繕

ひ 419 株式会社　東日本計装 代表取締役　三浦　修司 札幌市東区北43条東1丁目4番23号 007-0843 011-752-7715 011-752-7713 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

計装機器（電磁流量計、水位計、水質計器等）、金属検
出器

ひ 419 株式会社　東日本計装 代表取締役　三浦　修司 札幌市東区北43条東1丁目4番23号 007-0843 011-752-7715 011-752-7713 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 上下水道施設電気計装設備保守点検業務

ひ 169 株式会社　日立ビルシステム　北海道支社 支社長　岩隈　鉄也 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1 060-0003 011-221-4075 011-271-6169 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

エレベーター、エスカレーター保守点検、遠隔監視、ビ
ル管理業務、自動ドア保守点検

ひ 518 東日本電信電話　株式会社 北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4423 011-252-5476 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 通信機器（PBX、ビジネスホン、複合機、NW機器等）

ひ 518 東日本電信電話　株式会社 北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4423 011-252-5476 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
通信機器（PBX、ビジネスホン、複合機、NW機器等）の
修理

ひ 518 東日本電信電話　株式会社 北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4423 011-252-5476 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、サーバー、複合機、NW機器等

ひ 518 東日本電信電話　株式会社 北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4423 011-252-5476 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、サーバー、複合機、NW機器等の賃貸

ひ 518 東日本電信電話　株式会社 北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4423 011-252-5476 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電話設備、情報通信システム等の運用、保守

ひ 518 東日本電信電話　株式会社 北海道事業部長　阿部　隆 札幌市中央区大通西14丁目7番地 060-0042 011-212-4423 011-252-5476 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 情報通信システム等構築

ひ 644 東北海道いすゞ自動車　株式会社　帯広支店 支店長　湯浅　康雄 帯広市西20条北1丁目3番2号 080-2460 0155-34-9876 0155-34-0897 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 各種自動車、各種中古自動車

ひ 644 東北海道いすゞ自動車　株式会社　帯広支店 支店長　湯浅　康雄 帯広市西20条北1丁目3番2号 080-2460 0155-34-9876 0155-34-0897 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車輌の整備・修理・架装

ひ 644 東北海道いすゞ自動車　株式会社　帯広支店 支店長　湯浅　康雄 帯広市西20条北1丁目3番2号 080-2460 0155-34-9876 0155-34-0897 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両用部品・用品・タイヤ・機械工具・産業用発電機

ひ 644 東北海道いすゞ自動車　株式会社　帯広支店 支店長　湯浅　康雄 帯広市西20条北1丁目3番2号 080-2460 0155-34-9876 0155-34-0897 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

スラリーローリー、マニアスプレッター、マルチアタッチメ
ント

ひ 644 東北海道いすゞ自動車　株式会社　帯広支店 支店長　湯浅　康雄 帯広市西20条北1丁目3番2号 080-2460 0155-34-9876 0155-34-0897 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 特殊車輛架装

ひ 714 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 常務取締役支店長　尾崎　好道 帯広市西19条北1丁目7番6号 080-2497 0155-33-4441 0155-33-4449 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 日野自動車株式会社製特殊車両

ひ 714 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 常務取締役支店長　尾崎　好道 帯広市西19条北1丁目7番6号 080-2497 0155-33-4441 0155-33-4449 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 日野自動車株式会社製特殊車両（農業用）

ひ 714 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 常務取締役支店長　尾崎　好道 帯広市西19条北1丁目7番6号 080-2497 0155-33-4441 0155-33-4449 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 日野自動車株式会社製トラック、バス

ひ 714 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 常務取締役支店長　尾崎　好道 帯広市西19条北1丁目7番6号 080-2497 0155-33-4441 0155-33-4449 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 日野自動車株式会社製特殊車両

ひ 714 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 常務取締役支店長　尾崎　好道 帯広市西19条北1丁目7番6号 080-2497 0155-33-4441 0155-33-4449 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両部品、車両用品

ひ 714 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 常務取締役支店長　尾崎　好道 帯広市西19条北1丁目7番6号 080-2497 0155-33-4441 0155-33-4449 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 修繕、車検整備、点検整備

ひ 516 菱中産業　株式会社 代表取締役　中谷　全宏 帯広市西24条北1丁目3番28号 080-2464 0155-37-2217 0155-37-3545 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類

ブルーシート他各種シート、イベント用テント、防水前
掛、他帆布製品

ひ 516 菱中産業　株式会社 代表取締役　中谷　全宏 帯広市西24条北1丁目3番28号 080-2464 0155-37-2217 0155-37-3545 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 間仕切カーテン、防風防鳥ネット、ロープ各種

ひ 516 菱中産業　株式会社 代表取締役　中谷　全宏 帯広市西24条北1丁目3番28号 080-2464 0155-37-2217 0155-37-3545 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両用テント、シート、トラックゴム

ひ 516 菱中産業　株式会社 代表取締役　中谷　全宏 帯広市西24条北1丁目3番28号 080-2464 0155-37-2217 0155-37-3545 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類

デッキブラシ他各種ブラシ、箒、モップ、スノープッ
シャー、フレコンバック

ひ 516 菱中産業　株式会社 代表取締役　中谷　全宏 帯広市西24条北1丁目3番28号 080-2464 0155-37-2217 0155-37-3545 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 防球（野球・ゴルフ等）ネット

ひ 877 日立建機日本　株式会社　帯広営業所 営業所長　村井　泰之 帯広市西20条北1-3-22 080-2460 0155-33-2181 0155-33-2184 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 建設機械、運搬機械、特殊車両、公害防止装置

ひ 877 日立建機日本　株式会社　帯広営業所 営業所長　村井　泰之 帯広市西20条北1-3-22 080-2460 0155-33-2181 0155-33-2184 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
建設機械、運搬機械、特殊車両、公害防止装置、農林
業用機械器具の機械修繕

ひ 877 日立建機日本　株式会社　帯広営業所 営業所長　村井　泰之 帯広市西20条北1-3-22 080-2460 0155-33-2181 0155-33-2184 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 貨物自動車

ひ 877 日立建機日本　株式会社　帯広営業所 営業所長　村井　泰之 帯広市西20条北1-3-22 080-2460 0155-33-2181 0155-33-2184 帯広市 管内 20 リース部門 202 土木・建設機械 建設機械各種

ひ 877 日立建機日本　株式会社　帯広営業所 営業所長　村井　泰之 帯広市西20条北1-3-22 080-2460 0155-33-2181 0155-33-2184 帯広市 管内 20 リース部門 204 その他 仮設ハウス、仮設トイレ

ひ 249 有限会社　広尾衛生社 代表取締役　石塚　敏幸 広尾郡広尾町西1条2丁目7番地 089-2611 01558-2-2222 01558-2-6151 広尾町 南十勝 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 ブロワー、配管材料、ポンプ、浄化槽設備

ひ 249 有限会社　広尾衛生社 代表取締役　石塚　敏幸 広尾郡広尾町西1条2丁目7番地 089-2611 01558-2-2222 01558-2-6151 広尾町 南十勝 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 機械修繕、ポンプ、浄化槽設備、船外機
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ひ 249 有限会社　広尾衛生社 代表取締役　石塚　敏幸 広尾郡広尾町西1条2丁目7番地 089-2611 01558-2-2222 01558-2-6151 広尾町 南十勝 3 教育部門 30 スポーツ用品 ヨット、カヌー、サーフィン、ボディボード、ウェットスーツ

ひ 249 有限会社　広尾衛生社 代表取締役　石塚　敏幸 広尾郡広尾町西1条2丁目7番地 089-2611 01558-2-2222 01558-2-6151 広尾町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水処理施設維持管理業、浄化槽保守点検・清掃業

ひ 249 有限会社　広尾衛生社 代表取締役　石塚　敏幸 広尾郡広尾町西1条2丁目7番地 089-2611 01558-2-2222 01558-2-6151 広尾町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 一般・産業廃棄物収集運搬業

ひ 981 株式会社　日立製作所　北海道支社 支社長　今給黎　康一 札幌市中央区北2条西4丁目1番地 060-0002 011-261-3131 011-221-6939 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気機器

ひ 981 株式会社　日立製作所　北海道支社 支社長　今給黎　康一 札幌市中央区北2条西4丁目1番地 060-0002 011-261-3131 011-221-6939 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備保守点検

び 393 株式会社　ビルシステムズ 代表取締役　□田　浩 帯広市東6条南23丁目5番地5 080-0806 0155-67-6336 0155-67-6303 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務

清掃業務全般（床洗浄ワックス、ガラス清掃、カーペット
洗浄等）

び 393 株式会社　ビルシステムズ 代表取締役　□田　浩 帯広市東6条南23丁目5番地5 080-0806 0155-67-6336 0155-67-6303 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 施設警備

び 393 株式会社　ビルシステムズ 代表取締役　□田　浩 帯広市東6条南23丁目5番地5 080-0806 0155-67-6336 0155-67-6303 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈業務

び 393 株式会社　ビルシステムズ 代表取締役　□田　浩 帯広市東6条南23丁目5番地5 080-0806 0155-67-6336 0155-67-6303 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

体育館等床ウレタン塗布業務（メッシュ研磨、ドラムサン
ダー研磨）

ふ 882 株式会社　富士興 代表取締役　岡田　清信 中川郡本別町南1丁目6番地3 089-3314 0156-22-3020 0156-22-3192 本別町 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気製品・機器及び資材

ふ 882 株式会社　富士興 代表取締役　岡田　清信 中川郡本別町南1丁目6番地3 089-3314 0156-22-3020 0156-22-3192 本別町 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 金物、日用雑貨

ふ 882 株式会社　富士興 代表取締役　岡田　清信 中川郡本別町南1丁目6番地3 089-3314 0156-22-3020 0156-22-3192 本別町 管内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水道用機械器具及び資材

ふ 882 株式会社　富士興 代表取締役　岡田　清信 中川郡本別町南1丁目6番地3 089-3314 0156-22-3020 0156-22-3192 本別町 管内 7 燃料部門 70 各種燃料 ガソリン、軽油、重油、プロパンガス

ふ 882 株式会社　富士興 代表取締役　岡田　清信 中川郡本別町南1丁目6番地3 089-3314 0156-22-3020 0156-22-3192 本別町 管内 7 燃料部門 71 暖房機器類 ストーブ、ガステーブル、ガスレンジ

ふ 882 株式会社　富士興 代表取締役　岡田　清信 中川郡本別町南1丁目6番地3 089-3314 0156-22-3020 0156-22-3192 本別町 管内 8 繊維部門 80 被服類 被服類

ふ 809 株式会社　富士計器 代表取締役　伊藤　正志 釧路市星が浦大通4丁目5番51号 084-0912 0154-51-4597 0154-51-4057 釧路市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

伸縮式メーターボックス、メーターポール、水道メー
ター、水処理装置（Be-Life）、サンダーシステム（多極磁

ふ 809 株式会社　富士計器 代表取締役　伊藤　正志 釧路市星が浦大通4丁目5番51号 084-0912 0154-51-4597 0154-51-4057 釧路市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 災害用貯水タンク

ふ 356 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 部長　八田　昭博 札幌市中央区北7条西13丁目9-1 060-0007 011-251-6639 011-251-4762 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 無線機等の通信機器

ふ 597 株式会社　フジマック　帯広営業所 所長　柳沼　佑規 帯広市白樺16条東20丁目10番地　サンライズビル1階 080-0050 0155-36-9533 0155-36-9531 帯広市 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具
熱機器（オーブン、炊飯器等）、冷機器（冷蔵庫等）、食
器消毒保管庫、食器戸棚、給食用機器等

ふ 597 株式会社　フジマック　帯広営業所 所長　柳沼　佑規 帯広市白樺16条東20丁目10番地　サンライズビル1階 080-0050 0155-36-9533 0155-36-9531 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 鍋、釜、食器、卓上用品等

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 机、椅子、キャビネット、黒板

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 各種筆記用具、事務用紙製品

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 制服、作業服、白衣

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 8 繊維部門 81 寝具類 掛敷布団、毛布、枕

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 革靴、ゴム長靴、合羽、テント

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 鍋釜、食器、日用品、バケツ

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 9
その他の
部門 93 食料品類 食料品各種、飲料水、酒

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 カーテン、カーペット、軍手、横断幕、緞帳

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 体温計、マスク

ふ 130 株式会社　藤丸 代表取締役社長　藤本　長章 帯広市西2条南8丁目1番地 080-8677 0155-24-3318 0155-27-2846 帯広市 管内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 メダル、トロフィー、盾

ふ 481 株式会社　不動産評価コンサルタント 代表取締役　合田　修 帯広市西6条南14丁目2番地 080-0016 0155-25-4222 0155-25-4514 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 不動産の鑑定評価に関する業務

ふ 340 株式会社　フロンティア・サイエンス　帯広支店 支店長　沼田　隆秀 帯広市西12条北4丁目1-26 080-0042 0155-36-3400 0155-36-2911 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 体外用診断薬、一般試薬

ふ 340 株式会社　フロンティア・サイエンス　帯広支店 支店長　沼田　隆秀 帯広市西12条北4丁目1-26 080-0042 0155-36-3400 0155-36-2911 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 体外用診断機器

ふ 340 株式会社　フロンティア・サイエンス　帯広支店 支店長　沼田　隆秀 帯広市西12条北4丁目1-26 080-0042 0155-36-3400 0155-36-2911 帯広市 管内 1 産業部門 6 理化学機器 理化学バイオ関連

ふ 340 株式会社　フロンティア・サイエンス　帯広支店 支店長　沼田　隆秀 帯広市西12条北4丁目1-26 080-0042 0155-36-3400 0155-36-2911 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 体外用診断機器

ふ 811 富士産業株式会社 代表取締役　中村　勝彦 東京都港区新橋5丁目32番7号 105-0004 03-5400-6111 03-5400-6122 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 115 調理・配食業務 医療機関等の食事提供業務

ふ 790 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 北海道支社長　沢辺　和浩 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-271-4533 011-271-5029 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
複写機、ファクシミリ、複合機、パソコン、レーザープリン
ター等、オフィス家具

ふ 790 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 北海道支社長　沢辺　和浩 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-271-4533 011-271-5029 札幌市 道内 5 印刷部門 55 複写類 複写サービス

ふ 790 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 北海道支社長　沢辺　和浩 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-271-4533 011-271-5029 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類

複写機、ファクシミリ、複合機、パソコン、レーザープリン
ター等、オフィス家具に関連する消耗品、用紙類

ふ 790 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 北海道支社長　沢辺　和浩 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-271-4533 011-271-5029 札幌市 道内 4 事務部門 44 写真用品 デジタルカメラ等及び関連商品
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ふ 790 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 北海道支社長　沢辺　和浩 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-271-4533 011-271-5029 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 複写機、複合機、プリンター等

ふ 790 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 北海道支社長　沢辺　和浩 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-271-4533 011-271-5029 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 複写機等の保守・修理・点検

ふ 790 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 北海道支社長　沢辺　和浩 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-271-4533 011-271-5029 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 ソフトウェアの開発、ネットワークシステムの構築等

ふ 607 フジ地中情報　株式会社　北海道支店 支店長　藤田　智 札幌市白石区菊水元町2条3丁目4番18号 003-0822 011-874-9300 011-874-9500 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

上水道施設の漏水調査、管路診断、地中探査（埋設
管・埋設物探査、空洞調査）

ふ 607 フジ地中情報　株式会社　北海道支店 支店長　藤田　智 札幌市白石区菊水元町2条3丁目4番18号 003-0822 011-874-9300 011-874-9500 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

マッピング(上下水道施設管理図作成）、システム設計、
情報処理業務

ふ 607 フジ地中情報　株式会社　北海道支店 支店長　藤田　智 札幌市白石区菊水元町2条3丁目4番18号 003-0822 011-874-9300 011-874-9500 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 水道メータ検針収納等管理業務

ふ 365 FLCS　株式会社　北海道支店 支店長　斎藤　信二 札幌市中央区北4条西5丁目1番地4 060-0004 011-219-0033 011-219-0409 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
情報処理機器（ホストコンピューター、クライアントサー
バー等）、通信機器、複写機

ふ 365 FLCS　株式会社　北海道支店 支店長　斎藤　信二 札幌市中央区北4条西5丁目1番地4 060-0004 011-219-0033 011-219-0409 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 医療機器

ふ 637 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 支店長　髙橋　秀幸 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-252-1801 011-251-6322 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 PC、サーバー、PC周辺機器、ソフトウェア

ふ 637 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 支店長　髙橋　秀幸 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-252-1801 011-251-6322 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

戸籍電算化セットアップ及び保守業務、住民窓口業務
支援システム、証明書コンビニ交付システム

ふ 637 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 支店長　髙橋　秀幸 札幌市中央区大通西6丁目1番地 060-0042 011-252-1801 011-251-6322 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 窓口業務委託

ふ 763 フジ防災　株式会社 代表取締役　阿部　康治 帯広市東13条南4丁目5番地 080-0813 0155-23-8787 0155-22-0393 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気機器、照明器具、非常灯

ふ 763 フジ防災　株式会社 代表取締役　阿部　康治 帯広市東13条南4丁目5番地 080-0813 0155-23-8787 0155-22-0393 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消防ホース、消火器、消火薬剤、防災用品、防災資機
材

ふ 763 フジ防災　株式会社 代表取締役　阿部　康治 帯広市東13条南4丁目5番地 080-0813 0155-23-8787 0155-22-0393 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備・消防設備保守

ふ 524 扶桑電通　株式会社　北海道支店 執行役員支店長　小坂井　康裕 札幌市中央区北1条東1丁目6番5 060-0031 011-281-6311 011-281-4262 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電話交換機、固定局・移動局通信装置

ふ 524 扶桑電通　株式会社　北海道支店 執行役員支店長　小坂井　康裕 札幌市中央区北1条東1丁目6番5 060-0031 011-281-6311 011-281-4262 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
サーバ、パソコン、事務機器、LED証明、複合機、トナー
カートリッジ等

ふ 524 扶桑電通　株式会社　北海道支店 執行役員支店長　小坂井　康裕 札幌市中央区北1条東1丁目6番5 060-0031 011-281-6311 011-281-4262 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
サーバー、パソコン、周辺機器、ネットワーク機器、シス
テム一式の賃貸借

ふ 524 扶桑電通　株式会社　北海道支店 執行役員支店長　小坂井　康裕 札幌市中央区北1条東1丁目6番5 060-0031 011-281-6311 011-281-4262 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 サーバー、パソコン、電話交換機、電話機等の保守

ふ 524 扶桑電通　株式会社　北海道支店 執行役員支店長　小坂井　康裕 札幌市中央区北1条東1丁目6番5 060-0031 011-281-6311 011-281-4262 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム設計、プログラム開発

ふ 838 フルテック　株式会社　帯広営業所 所長　佐藤　和弥 帯広市白樺16条西20丁目7番地 080-0051 0155-33-4567 0155-33-8216 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 分煙機器の販売、駐車場関連機器の販売

ふ 838 フルテック　株式会社　帯広営業所 所長　佐藤　和弥 帯広市白樺16条西20丁目7番地 080-0051 0155-33-4567 0155-33-8216 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
自動ドア（寺岡オートドア）、分煙システム（トルネックス）
の修繕

ふ 838 フルテック　株式会社　帯広営業所 所長　佐藤　和弥 帯広市白樺16条西20丁目7番地 080-0051 0155-33-4567 0155-33-8216 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

自動ドア（寺岡オートドア）・分煙機器（トルネックス）の保
守・点検

ふ 698 有限会社　フナキ薬房 代表取締役　船木　達 河西郡更別村字更別南1線91番地46 089-1513 0155-52-2238 0155-52-2238 更別村 村内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 薬品（感冒薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬等）、化粧品

ふ 698 有限会社　フナキ薬房 代表取締役　船木　達 河西郡更別村字更別南1線91番地46 089-1513 0155-52-2238 0155-52-2238 更別村 村内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療機器（電子血圧計・体温計・磁気治療器等）

ふ 698 有限会社　フナキ薬房 代表取締役　船木　達 河西郡更別村字更別南1線91番地46 089-1513 0155-52-2238 0155-52-2238 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類

日用雑貨（ティッシュペーパー、トイレットペーパー、洗剤
等）

ぶ 572 文化シヤッターサービス　株式会社　北海道サービス支店 支店長　星　浩二 札幌市白石区南郷通16丁目北3-27 003-0023 011-861-7991 011-826-3156 札幌市 道内 1 産業部門 9 建材・原材料 シャッター、ドア、パーティション、サッシ

ぶ 572 文化シヤッターサービス　株式会社　北海道サービス支店 支店長　星　浩二 札幌市白石区南郷通16丁目北3-27 003-0023 011-861-7991 011-826-3156 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 シャッター、ドア、パーティション、サッシ修繕

ぶ 572 文化シヤッターサービス　株式会社　北海道サービス支店 支店長　星　浩二 札幌市白石区南郷通16丁目北3-27 003-0023 011-861-7991 011-826-3156 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 シャッター、ドア保守点検

ぷ 750 株式会社　プロコム北海道 代表取締役　関向　樹志
帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル　5階

080-0015 0155-20-2656 0155-20-2626 帯広市 管内 4 事務部門 43 印章類
バッジ・キーホルダー・卓上のぼり制作（企画・デザイン・
イラスト制作含む）

ぷ 750 株式会社　プロコム北海道 代表取締役　関向　樹志
帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル　5階

080-0015 0155-20-2656 0155-20-2626 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷
ポスター・冊子・リーフレット・シール・ラベル・チケット・
カード印刷等（企画・デザイン・イラスト制作等）

ぷ 750 株式会社　プロコム北海道 代表取締役　関向　樹志
帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル　5階

080-0015 0155-20-2656 0155-20-2626 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類
Ｔシャツ・ポロシャツ・防寒ジャンバー・エプロン制作（企
画・デザイン・イラスト制作等）

ぷ 750 株式会社　プロコム北海道 代表取締役　関向　樹志
帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル　5階

080-0015 0155-20-2656 0155-20-2626 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品

手袋・タオル・横断幕・懸垂幕・テーブルクロス（企画・デ
ザイン・イラスト制作等）

ぷ 750 株式会社　プロコム北海道 代表取締役　関向　樹志
帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル　5階

080-0015 0155-20-2656 0155-20-2626 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類

看板・パネル・案内板等制作（企画・デザイン・イラスト制
作等）

ぷ 750 株式会社　プロコム北海道 代表取締役　関向　樹志
帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル　5階

080-0015 0155-20-2656 0155-20-2626 帯広市 管内 9
その他の
部門 93 食料品類

お菓子・お茶・ジュース・ワイン等の総合プロデュース
（企画・デザイン・イラスト制作等）

ぷ 750 株式会社　プロコム北海道 代表取締役　関向　樹志
帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル　5階

080-0015 0155-20-2656 0155-20-2626 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

パンフレット・ポスター・ＰＯＰ・チラシ・カタログ・パッケー
ジ制作・ホームページ制作・写真及び動画撮影

べ 140 株式会社　ベルックス 代表取締役社長　梶野　弘毅 札幌市中央区北5条西12丁目2番地 060-0005 011-271-4121 011-261-4510 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 一般建築物清掃、ビル清掃

べ 140 株式会社　ベルックス 代表取締役社長　梶野　弘毅 札幌市中央区北5条西12丁目2番地 060-0005 011-271-4121 011-261-4510 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 常駐警備

べ 140 株式会社　ベルックス 代表取締役社長　梶野　弘毅 札幌市中央区北5条西12丁目2番地 060-0005 011-271-4121 011-261-4510 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電気設備、ボイラー、エレベーター、空調設備、火災報
知器保守点検

べ 140 株式会社　ベルックス 代表取締役社長　梶野　弘毅 札幌市中央区北5条西12丁目2番地 060-0005 011-271-4121 011-261-4510 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 空気環境測定、飲料水水質検査

べ 140 株式会社　ベルックス 代表取締役社長　梶野　弘毅 札幌市中央区北5条西12丁目2番地 060-0005 011-271-4121 011-261-4510 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈、害虫駆除
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べ 403 有限会社　ベスト 代表取締役　金　一男 帯広市西12条南34丁目30番地3 080-0022 0155-48-1381 0155-48-8664 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品
体育機器、スポーツ用品、スポーツ関連被服類、スポー
ツ関連靴鞄類

ほ 482 一般財団法人　北海道電気保安協会 理事長　松原　宏樹 札幌市西区発寒6条12丁目6番11号 063-0826 011-555-5001 011-555-5002 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備の保安管理

ほ 185 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 理事長　三浦　洋嗣 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 062-0931 011-824-1348 011-824-1627 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

水質検査、計量証明（水質・土壌）、温泉分析、放射性
物質測定

ほ 311 株式会社　北土開発 代表取締役　山田　朝常 河西郡芽室町東6条10丁目1番1 082-0016 0155-62-3121 0155-62-3125 芽室町 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具 電解水生成機器（テックコーポレーション製）

ほ 107 株式会社　北都測器　帯広営業所 所長　片桐　準一 帯広市西14条北2丁目2番地40号 080-0044 0155-36-6036 0155-36-6082 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 測量機器修繕

ほ 107 株式会社　北都測器　帯広営業所 所長　片桐　準一 帯広市西14条北2丁目2番地40号 080-0044 0155-36-6036 0155-36-6082 帯広市 管内 1 産業部門 7 測量・計量機器
測量機器（光波測距儀、トランシット、レベル、GNSS-
GPS等）

ほ 107 株式会社　北都測器　帯広営業所 所長　片桐　準一 帯広市西14条北2丁目2番地40号 080-0044 0155-36-6036 0155-36-6082 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
事務用機器、ＯＡ機器（パソコン）複写機、トナーカート
リッジ等

ほ 107 株式会社　北都測器　帯広営業所 所長　片桐　準一 帯広市西14条北2丁目2番地40号 080-0044 0155-36-6036 0155-36-6082 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 木製家具、鋼製家具、ロッカー、黒板

ほ 107 株式会社　北都測器　帯広営業所 所長　片桐　準一 帯広市西14条北2丁目2番地40号 080-0044 0155-36-6036 0155-36-6082 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具、和用紙、加工紙

ほ 107 株式会社　北都測器　帯広営業所 所長　片桐　準一 帯広市西14条北2丁目2番地40号 080-0044 0155-36-6036 0155-36-6082 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

標識類、交通安全施設、消防用品、防災用品、災害用
食糧等

ほ 207 株式会社　ほくやく　帯広支店 支店長　新鞍　貴幸 帯広市西11条北4丁目1番地6 080-0041 0155-35-5161 0155-35-6336 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
医療用医薬品（リポバス他）、体外診断用医薬品（生化
学試薬）

ほ 207 株式会社　ほくやく　帯広支店 支店長　新鞍　貴幸 帯広市西11条北4丁目1番地6 080-0041 0155-35-5161 0155-35-6336 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
超音波診断装置、診断用X線装置、調剤用機器、医療
用ベッド、アウラ介護ベット、介護用品、臨床化学検査

ほ 207 株式会社　ほくやく　帯広支店 支店長　新鞍　貴幸 帯広市西11条北4丁目1番地6 080-0041 0155-35-5161 0155-35-6336 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 綿花、ガーゼ、包帯、採血用資材、電子体温計

ほ 207 株式会社　ほくやく　帯広支店 支店長　新鞍　貴幸 帯広市西11条北4丁目1番地6 080-0041 0155-35-5161 0155-35-6336 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 白衣

ほ 207 株式会社　ほくやく　帯広支店 支店長　新鞍　貴幸 帯広市西11条北4丁目1番地6 080-0041 0155-35-5161 0155-35-6336 帯広市 管内 8 繊維部門 81 寝具類 寝具類

ほ 207 株式会社　ほくやく　帯広支店 支店長　新鞍　貴幸 帯広市西11条北4丁目1番地6 080-0041 0155-35-5161 0155-35-6336 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 医療・介護器具、酸素濃縮器

ほ 207 株式会社　ほくやく　帯広支店 支店長　新鞍　貴幸 帯広市西11条北4丁目1番地6 080-0041 0155-35-5161 0155-35-6336 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 病院内の薬品、備品の在庫管理業務

ほ 7 株式会社　北洋清掃社 代表取締役　水木　直人 帯広市西24条北2丁目5番地37 080-2464 0155-67-4200 0155-67-1157 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 古紙購入、車両払い下げ

ほ 7 株式会社　北洋清掃社 代表取締役　水木　直人 帯広市西24条北2丁目5番地37 080-2464 0155-67-4200 0155-67-1157 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 ごみ収集、廃棄物（一般・産業）収集運搬

ほ 36 株式会社　北洋防災工業所 代表取締役　吉川　陽介 帯広市西17条北2丁目19番5号 080-0047 0155-35-5337 0155-35-5561 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消防ホース、消火器、消火薬剤、防災用品、災害用食
糧、住宅火災警報器

ほ 36 株式会社　北洋防災工業所 代表取締役　吉川　陽介 帯広市西17条北2丁目19番5号 080-0047 0155-35-5337 0155-35-5561 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 消防設備等保守点検業務

ほ 669 株式会社　北海道二十一世紀総合研究所 代表取締役社長　迫田　敏高 札幌市中央区大通西3丁目11番地 060-8640 011-231-3053 011-231-3143 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

調査業務（政策策定に係るアンケート調査、計画策定資
料作成、経済・市場調査、事業化可能性調査等）

ほ 851 株式会社　北海道朝日航洋　釧路支店 支店長　酒井　靖生 釧路市北大通11丁目1番2号 085-0015 0154-31-8081 0154-31-8082 釧路市 道内 5 印刷部門 53 地図印刷 航空写真、航空写真画像、衛星画像、地図印刷

ほ 851 株式会社　北海道朝日航洋　釧路支店 支店長　酒井　靖生 釧路市北大通11丁目1番2号 085-0015 0154-31-8081 0154-31-8082 釧路市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 GIS及び家屋評価システム搭載PCの賃貸借

ほ 851 株式会社　北海道朝日航洋　釧路支店 支店長　酒井　靖生 釧路市北大通11丁目1番2号 085-0015 0154-31-8081 0154-31-8082 釧路市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 GIS及び家屋評価システム等システム開発・販売

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 浄化槽等の修繕

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 医療廃棄物用容器

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 活性炭、脱硫剤、高分子凝集剤

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物（特別管理含む）処分、フロン類破壊業務

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 一般廃棄物、産業廃棄物（特別管理含む）収集運搬

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

浄化槽・貯水槽・下水道管渠清掃、下水道管渠内部点
検、浄化槽の保守点検・維持管理

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路及び道路施設等の清掃

ほ 636 株式会社　北海道エコシス 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西24条北4丁目5番地の4 080-2464 0155-37-3766 0155-37-4683 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 機密文書等の出張細断

ほ 839 株式会社　北海道クボタ　南十勝営業所 大樹営業所　所長　笹谷　拓司 中川郡幕別町虫類栄町362-2 089-2138 01558-6-2333 01558-6-3513 大樹町 南十勝 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

トラクター、コンバイン、田植え機、テーラー、草刈機、刈
払機、除雪機他　付属作業機

ほ 839 株式会社　北海道クボタ　南十勝営業所 大樹営業所　所長　笹谷　拓司 中川郡幕別町虫類栄町362-2 089-2138 01558-6-2333 01558-6-3513 大樹町 南十勝 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 農業機械器具修繕

ほ 839 株式会社　北海道クボタ　南十勝営業所 大樹営業所　所長　笹谷　拓司 中川郡幕別町虫類栄町362-2 089-2138 01558-6-2333 01558-6-3513 大樹町 南十勝 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両部品（農業機械、建設機械、自動車等の付属品）

ほ 245 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 代表取締役　東山　剛 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-8398 011-221-8542 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 水処理施設に関連する製品、設備機器の販売

ほ 245 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 代表取締役　東山　剛 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-8398 011-221-8542 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 化学工業製品の販売

ほ 245 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 代表取締役　東山　剛 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-8398 011-221-8542 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水処理施設の維持管理運転

ほ 245 株式会社　北海道サニタリー・メンテナンス 代表取締役　東山　剛 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル内） 060-0042 011-221-8398 011-221-8542 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 下水処理施設の機械等の保守点検業務
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ほ 61 株式会社　北海道システムエンジニアリング 代表取締役　荒木　孝一 帯広市公園東町3丁目3番地7 080-0847 0155-25-2725 0155-25-2740 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
ＯＡ機器（パソコン及び周辺機器、サーバー機、付帯ソフ
ト）、消耗品

ほ 61 株式会社　北海道システムエンジニアリング 代表取締役　荒木　孝一 帯広市公園東町3丁目3番地7 080-0847 0155-25-2725 0155-25-2740 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発等（人事給与システム、人事評価システ
ム、時間外休暇申請、出退勤システム等）

ほ 61 株式会社　北海道システムエンジニアリング 代表取締役　荒木　孝一 帯広市公園東町3丁目3番地7 080-0847 0155-25-2725 0155-25-2740 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 コンピュータシステム保守及び付帯業務

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 酸素呼吸器、救急用品及び機械器具　他

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
医療用酸素、医療用窒素、亜酸化窒素、麻酔用エーテ
ル他

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装

消防用各種自動車、梯子車、空港化学車、塵芥車、散
水車、入浴車、図書館車、バキューム車他

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 回転灯、サイレン、タイヤ他

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 6 車両部門 63 車両部門修繕
消防自動車及び特殊車輌・一般自動車の点検、整備、
修理

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 8 繊維部門 80 被服類 消防団員用制服、作業服、耐熱服、手袋他

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 消防団員用各種安全靴、各種テント、ロープ、シート　他

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

可搬式ポンプ、消火器、避難装置及び機器、消防ホー
ス、防災用品他

ほ 846 株式会社　北海道モリタ 代表取締役　岩村　純一 札幌市東区苗穂町13丁目2番17号 065-0043 011-721-4114 011-704-1947 札幌市 道内 9
その他の
部門 97 その他 消防団員用階級章、旗、のぼり、マーク他

ほ 696 株式会社　北海道山有 代表取締役　吉村　俊治 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号 004-0866 011-886-6551 011-886-6552 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水処理設備機器全般、ポンプ、ブロワ、撹拌機、脱水機

ほ 696 株式会社　北海道山有 代表取締役　吉村　俊治 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号 004-0866 011-886-6551 011-886-6552 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 水処理機械修繕、配管設備修繕

ほ 696 株式会社　北海道山有 代表取締役　吉村　俊治 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号 004-0866 011-886-6551 011-886-6552 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 水処理薬品全般、酸剤、アルカリ剤、凝集剤、滅菌剤

ほ 696 株式会社　北海道山有 代表取締役　吉村　俊治 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号 004-0866 011-886-6551 011-886-6552 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

水処理施設（排水処理、浸出水処理、浄化槽）保守点
検

ほ 696 株式会社　北海道山有 代表取締役　吉村　俊治 札幌市清田区北野6条1丁目5番1号 004-0866 011-886-6551 011-886-6552 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物処分

ほ 551 株式会社　北海道ロードサービス　道東支店 支店長　西野　政裕 帯広市西12条北1丁目13番地 080-0042 0155-33-1612 0155-35-0825 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水道調査、修繕工、管渠清掃

ほ 551 株式会社　北海道ロードサービス　道東支店 支店長　西野　政裕 帯広市西12条北1丁目13番地 080-0042 0155-33-1612 0155-35-0825 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路清掃

ほ 730 北央テクノサーブ　株式会社 代表取締役　恩田　敏夫 帯広市西24条北2丁目5番地52 080-2464 0155-37-1711 0155-37-1712 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気製品、通信機器、電話機、照明器具等

ほ 730 北央テクノサーブ　株式会社 代表取締役　恩田　敏夫 帯広市西24条北2丁目5番地52 080-2464 0155-37-1711 0155-37-1712 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気製品、通信機器、電話機、照明器具等の修繕

ほ 730 北央テクノサーブ　株式会社 代表取締役　恩田　敏夫 帯広市西24条北2丁目5番地52 080-2464 0155-37-1711 0155-37-1712 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備、電話機、消防設備等の保守点検業務

ほ 42 北央道路工業　株式会社　十勝営業所 営業所長　五十嵐　隆 河西郡更別村字上更別南12線102番地8 089-1581 0155-52-2046 0155-52-2047 更別村 村内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 アスファルト混合物、一般土木資材

ほ 42 北央道路工業　株式会社　十勝営業所 営業所長　五十嵐　隆 河西郡更別村字上更別南12線102番地8 089-1581 0155-52-2046 0155-52-2047 更別村 村内 1 産業部門 9 建材・原材料 再生骨材、砂利等

ほ 42 北央道路工業　株式会社　十勝営業所 営業所長　五十嵐　隆 河西郡更別村字上更別南12線102番地8 089-1581 0155-52-2046 0155-52-2047 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 除雪業務（除雪、排雪）

ほ 42 北央道路工業　株式会社　十勝営業所 営業所長　五十嵐　隆 河西郡更別村字上更別南12線102番地8 089-1581 0155-52-2046 0155-52-2047 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務

処分業務（産業廃棄物処分（コンクリート廃材、アスファ
ルト廃材））

ほ 192 北勝ビル管財　株式会社 代表取締役　水上　亮太 河東郡音更町南鈴蘭北3丁目6番地7 080-0311 0155-67-0390 0155-67-0391 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 清掃業務

ほ 192 北勝ビル管財　株式会社 代表取締役　水上　亮太 河東郡音更町南鈴蘭北3丁目6番地7 080-0311 0155-67-0390 0155-67-0391 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 警備業務

ほ 192 北勝ビル管財　株式会社 代表取締役　水上　亮太 河東郡音更町南鈴蘭北3丁目6番地7 080-0311 0155-67-0390 0155-67-0391 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 機械設備保守業務

ほ 357 北電総合設計　株式会社 代表取締役社長　古谷　惠一 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1　北電興業ビル 060-0031 011-222-4420 011-222-4426 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務 大気、土壌、騒音、ダイオキシン、河川水

ほ 357 北電総合設計　株式会社 代表取締役社長　古谷　惠一 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1　北電興業ビル 060-0031 011-222-4420 011-222-4426 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

エネルギー利用に関する調査・研究・開発及び技術提
供

ほ 357 北電総合設計　株式会社 代表取締役社長　古谷　惠一 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1　北電興業ビル 060-0031 011-222-4420 011-222-4426 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発

ほ 573 北陽ビジネスフォーム　株式会社 代表取締役　岡部　信吾 札幌市東区伏古8条2丁目2番21号 007-0868 011-785-6767 011-784-3344 札幌市 道内 5 印刷部門 51 一般フォーム印刷 連続帳票

ほ 573 北陽ビジネスフォーム　株式会社 代表取締役　岡部　信吾 札幌市東区伏古8条2丁目2番21号 007-0868 011-785-6767 011-784-3344 札幌市 道内 5 印刷部門 52 特殊フォーム印刷 OCR・OMR伝票用紙、オンデマンド印刷　等

ほ 573 北陽ビジネスフォーム　株式会社 代表取締役　岡部　信吾 札幌市東区伏古8条2丁目2番21号 007-0868 011-785-6767 011-784-3344 札幌市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷 シール、ラベル印刷

ほ 573 北陽ビジネスフォーム　株式会社 代表取締役　岡部　信吾 札幌市東区伏古8条2丁目2番21号 007-0868 011-785-6767 011-784-3344 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 ソフトウェアの開発、情報処理　等

ほ 49 ホシザキ北海道　株式会社　帯広営業所 所長　芦田　亨 帯広市大通南27丁目15番地2 080-0010 0155-25-8471 0155-25-8465 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 エアコン

ほ 49 ホシザキ北海道　株式会社　帯広営業所 所長　芦田　亨 帯広市大通南27丁目15番地2 080-0010 0155-25-8471 0155-25-8465 帯広市 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具 業務用厨房機器全般

ほ 49 ホシザキ北海道　株式会社　帯広営業所 所長　芦田　亨 帯広市大通南27丁目15番地2 080-0010 0155-25-8471 0155-25-8465 帯広市 管内 9
その他の
部門 93 食料品類 給茶機用お茶・コーヒー

ほ 49 ホシザキ北海道　株式会社　帯広営業所 所長　芦田　亨 帯広市大通南27丁目15番地2 080-0010 0155-25-8471 0155-25-8465 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 業務用洗剤
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ほ 49 ホシザキ北海道　株式会社　帯広営業所 所長　芦田　亨 帯広市大通南27丁目15番地2 080-0010 0155-25-8471 0155-25-8465 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 エアコン・業務用厨房機器修理・点検

ほ 120 北海航測　株式会社 代表取締役社長　矢橋　潤一郎 札幌市中央区北3条西17丁目2番地36 060-0003 011-611-3225 011-631-1791 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン及び周辺機器

ほ 120 北海航測　株式会社 代表取締役社長　矢橋　潤一郎 札幌市中央区北3条西17丁目2番地36 060-0003 011-611-3225 011-631-1791 札幌市 道内 5 印刷部門 53 地図印刷 地図印刷

ほ 120 北海航測　株式会社 代表取締役社長　矢橋　潤一郎 札幌市中央区北3条西17丁目2番地36 060-0003 011-611-3225 011-631-1791 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 マッピング、システム開発

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） ホイールローダ、フォークリフト、油圧ショベル、クレーン

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 ホイールローダ、フォークリフト、油圧ショベル、クレーン

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 ホイールローダ、フォークリフト、油圧ショベル

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 路面清掃車、消防車

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 ホイールローダ、フォークリフト、油圧ショベル用部品等

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 ホイールローダ、フォークリフト、油圧ショベル

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） ホイールローダ、フォークリフト

ほ 757 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 支店長　米田　正行 河西郡芽室町東芽室基線7番26号 082-0005 0155-61-3377 0155-61-3390 芽室町 管内 20 リース部門 202 土木・建設機械 ホイールローダ、フォークリフト

ほ 889 北海道オリオン　株式会社 代表取締役　太田　哲郎 札幌市白石区本通18丁目北3番66号 003-0027 011-865-3111 011-865-3113 札幌市 道内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

繋ぎ飼い搾乳システム（キャリロボ、バケットミルカー、
パイプミルカー、ユニットキャリー、真空発生装置等）、

ほ 889 北海道オリオン　株式会社 代表取締役　太田　哲郎 札幌市白石区本通18丁目北3番66号 003-0027 011-865-3111 011-865-3113 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具

圧縮空気浄化システム（エアーコンプレッサー等）、エ
アードライヤー、ユニットクーラー、除湿乾燥機、ポンプ

ほ 889 北海道オリオン　株式会社 代表取締役　太田　哲郎 札幌市白石区本通18丁目北3番66号 003-0027 011-865-3111 011-865-3113 札幌市 道内 1 産業部門 5 厨房機械器具 各種業務用厨房機器、給食用器具、各種調理機器

ほ 889 北海道オリオン　株式会社 代表取締役　太田　哲郎 札幌市白石区本通18丁目北3番66号 003-0027 011-865-3111 011-865-3113 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 動物用医薬品

ほ 889 北海道オリオン　株式会社 代表取締役　太田　哲郎 札幌市白石区本通18丁目北3番66号 003-0027 011-865-3111 011-865-3113 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕
農業用機械、設備用機器、厨房・調理機器、産業機械
に係る機械修繕

ほ 889 北海道オリオン　株式会社 代表取締役　太田　哲郎 札幌市白石区本通18丁目北3番66号 003-0027 011-865-3111 011-865-3113 札幌市 道内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 洗剤類（農・工業用洗剤）

ほ 236 北海道温泉ポンプ　株式会社 代表取締役　宮本　義則 札幌市豊平区福住1条8丁目5番4号 062-0041 011-854-6272 011-854-6292 札幌市 道内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具

水中モーターポンプの卸売り及び小売販売、附帯する
機器

ほ 236 北海道温泉ポンプ　株式会社 代表取締役　宮本　義則 札幌市豊平区福住1条8丁目5番4号 062-0041 011-854-6272 011-854-6292 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 水中モーターポンプの分解・点検・修理

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装

除雪ドーザ、ロータリー除雪車、散布車、塵芥車、バ
キュームカー、圧雪車、散布装置、ハンドロータリー

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両修繕（車検、定期点検）

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両）

ショベルローダ、油圧ショベル、コンプレッサー、発電
機、フォークリフト

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

ショベルローダ、油圧ショベル、草刈機、芝刈機、フォー
クリフト

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 各種産業用機械器具の修繕

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 各種車輌用品、車両部品

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 特殊車両、除雪機械

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 20 リース部門 202 土木・建設機械 建設機械、除雪機械

ほ 81 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 支店長　堀田　尚宏 帯広市西22条北1丁目2番28号 080-2462 0155-37-5141 0155-37-5185 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 産業・環境関連機械・機器の保守・修繕

ほ 906 北海道管材　株式会社 代表取締役　小野澤　吾朗 札幌市北区新川4条4丁目1番40号 001-0924 011-769-7077 011-769-7078 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

ダクタイル鋳鉄管、バルブ類、水道メーター等水道資
材、塩ビ管・塩ビ継手等

ほ 560 北海道歯科産業　株式会社　帯広営業所 営業所所長　新田　耕 帯広市西19条南3丁目4番12号レインボーヴィレッジ2F 080-2469 0155-66-7717 0155-66-7718 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療機器(歯科用機器)

ほ 560 北海道歯科産業　株式会社　帯広営業所 営業所所長　新田　耕 帯広市西19条南3丁目4番12号レインボーヴィレッジ2F 080-2469 0155-66-7717 0155-66-7718 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
医療用品類(歯科用品類)、医薬品(歯科用医薬品、毒
物、劇物、医薬用酸素、亜酸化窒素)、その他一般薬品

ほ 560 北海道歯科産業　株式会社　帯広営業所 営業所所長　新田　耕 帯広市西19条南3丁目4番12号レインボーヴィレッジ2F 080-2469 0155-66-7717 0155-66-7718 帯広市 管内 3 教育部門 33 図書及び出版物 図書及び定期刊行物

ほ 560 北海道歯科産業　株式会社　帯広営業所 営業所所長　新田　耕 帯広市西19条南3丁目4番12号レインボーヴィレッジ2F 080-2469 0155-66-7717 0155-66-7718 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 医療機器(医療機器の賃貸)

ほ 12 北海道重建機工　株式会社 代表取締役　丹野　司 北広島市大曲中央1丁目2番地6 061-1271 011-377-4557 011-377-4559 北広島市 道内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両部品、アタッチメント

ほ 12 北海道重建機工　株式会社 代表取締役　丹野　司 北広島市大曲中央1丁目2番地6 061-1271 011-377-4557 011-377-4559 北広島市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装

除雪ドーザ、ロータリー除雪車、ホイルローダ、塵芥車、
路面清掃車、環境関連整備車両

ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 5 印刷部門 53 地図印刷
地図印刷、地図編集・修正、各種概要、パンフレット、電
算機による画像処理

ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 3 教育部門 33 図書及び出版物 地図データベース、山岳マップ、鳥瞰図、地形図

ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他

地形模型、地図表示ソフト、ペーパークラフト、フライト
ムービー

ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、パネル等の作成（地図付）
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ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 5 印刷部門 55 複写類 スキャニング、PDFの作成、出力図作成

ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

ＧＩＳシステム開発・支援、ソフトウェア開発・保守、情報
入力、データベース作成

ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

パンフレット・ガイドブック等企画制作、施設展示企画立
案、ホームページ作成

ほ 818 北海道地図　株式会社　帯広支店 支店長　周藤　利通 帯広市西2条南11丁目1-2　清水ビル 080-0012 0155-25-1006 0155-25-0102 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

資料収集・整理、地域活性に関する業務全般、地形地
質等に関する調査

ほ 253 北海道道路保全　株式会社 代表取締役　土屋　英之 帯広市西23条北1丁目1番16号 080-2463 0155-37-2220 0155-56-3459 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

下水道管渠テレビカメラ調査、下水道管渠清掃、下水道
管渠木根除去

ほ 253 北海道道路保全　株式会社 代表取締役　土屋　英之 帯広市西23条北1丁目1番16号 080-2463 0155-37-2220 0155-56-3459 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 高圧洗浄車による道路管渠清掃

ほ 253 北海道道路保全　株式会社 代表取締役　土屋　英之 帯広市西23条北1丁目1番16号 080-2463 0155-37-2220 0155-56-3459 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 産業廃棄物の収集運搬

ほ 162 北海道ドライケミカル　株式会社 代表取締役社長　藤井　良孝 札幌市白石区東札幌2条1丁目5番5号 003-0002 011-823-6770 011-813-1601 札幌市 道内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 各種消防自動車

ほ 162 北海道ドライケミカル　株式会社 代表取締役社長　藤井　良孝 札幌市白石区東札幌2条1丁目5番5号 003-0002 011-823-6770 011-813-1601 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

各種消火器、消火薬剤、消防設備、避難器具、防災用
非常食、飲料水

ほ 162 北海道ドライケミカル　株式会社 代表取締役社長　藤井　良孝 札幌市白石区東札幌2条1丁目5番5号 003-0002 011-823-6770 011-813-1601 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED

ほ 162 北海道ドライケミカル　株式会社 代表取締役社長　藤井　良孝 札幌市白石区東札幌2条1丁目5番5号 003-0002 011-823-6770 011-813-1601 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 消防設備保守点検

ほ 738 日興通信　株式会社　帯広営業所 所長　毛利　則之 帯広市西3条南10丁目 080-0013 0155-22-0916 0155-22-0918 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 事務機器、OA機器（パソコン等）、複写機、トナー等

ほ 738 日興通信　株式会社　帯広営業所 所長　毛利　則之 帯広市西3条南10丁目 080-0013 0155-22-0916 0155-22-0918 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及び周辺機器を含む

ほ 738 日興通信　株式会社　帯広営業所 所長　毛利　則之 帯広市西3条南10丁目 080-0013 0155-22-0916 0155-22-0918 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発

ほ 113 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　谷村　修 札幌市中央区大通東7丁目12番9 060-0041 011-221-5595 011-221-5596 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

計装機器（流量計、水位計、水質計　等）

ほ 113 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　谷村　修 札幌市中央区大通東7丁目12番9 060-0041 011-221-5595 011-221-5596 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 受配電機器、電気制御機器、駆動制御機器　等

ほ 113 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　谷村　修 札幌市中央区大通東7丁目12番9 060-0041 011-221-5595 011-221-5596 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気計装機器修繕、ポンプ等機械設備修繕

ほ 113 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　谷村　修 札幌市中央区大通東7丁目12番9 060-0041 011-221-5595 011-221-5596 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 無停電電源装置、パソコン　等

ほ 113 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　谷村　修 札幌市中央区大通東7丁目12番9 060-0041 011-221-5595 011-221-5596 札幌市 道内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 ステンレス鋼（SUS）配管の鋼材加工

ほ 113 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　谷村　修 札幌市中央区大通東7丁目12番9 060-0041 011-221-5595 011-221-5596 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

電気計装設備保守点検業務、ポンプ設備等保守点検
業務

ほ 113 北海道富士電機　株式会社 取締役社長　谷村　修 札幌市中央区大通東7丁目12番9 060-0041 011-221-5595 011-221-5596 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 上下水道施設の広域監視システム納入及び保守

ほ 53 北海道三菱電機販売　株式会社 代表取締役　田中　厚 札幌市東区北24条東2丁目5番15号 065-0024 011-712-8900 011-712-8901 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

電気設備、受変電・配電・発電機器、制御・監視機器、
通信機器

ほ 53 北海道三菱電機販売　株式会社 代表取締役　田中　厚 札幌市東区北24条東2丁目5番15号 065-0024 011-712-8900 011-712-8901 札幌市 道内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

上下水道計装機器

ほ 53 北海道三菱電機販売　株式会社 代表取締役　田中　厚 札幌市東区北24条東2丁目5番15号 065-0024 011-712-8900 011-712-8901 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 電気・通信設備の保守点検業務・修繕

ほ 443 北海道リース　株式会社　帯広支店 執行役員支店長　小野　浩一 帯広市西3条南9丁目2番地 080-0013 0155-22-3105 0155-24-1741 帯広市 管内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む）

乗用車、商用車、貨物車、特殊車、特種車その他自動
車全般、ホイールローダ、パワーショベルその他建設機

ほ 443 北海道リース　株式会社　帯広支店 執行役員支店長　小野　浩一 帯広市西3条南9丁目2番地 080-0013 0155-22-3105 0155-24-1741 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器
複写機、複合機全般、パソコン、サーバー、周辺機器　
その他電子計算機全般

ほ 443 北海道リース　株式会社　帯広支店 執行役員支店長　小野　浩一 帯広市西3条南9丁目2番地 080-0013 0155-22-3105 0155-24-1741 帯広市 管内 20 リース部門 203 医療機器 レントゲン、エコー、CTその他医療機器全般

ぼ 930 母子モ　株式会社 代表取締役　宮本　大樹 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 163-1435 03-5333-6025 03-3320-0254 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発、システム保守・運用、インターネット業務、アプリ開
発、ホームページ作成

ぽ 810 株式会社　ポータス 代表取締役　栗林　周次 釧路市鳥取南5丁目12番5号 084-0905 0154-61-5111 0154-53-0002 釧路市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン及び周辺機器

ぽ 810 株式会社　ポータス 代表取締役　栗林　周次 釧路市鳥取南5丁目12番5号 084-0905 0154-61-5111 0154-53-0002 釧路市 道内 3 教育部門 34 各種教材用品 教育用ソフトウェア

ぽ 810 株式会社　ポータス 代表取締役　栗林　周次 釧路市鳥取南5丁目12番5号 084-0905 0154-61-5111 0154-53-0002 釧路市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 電子計算機（パソコン及び周辺機器）

ぽ 810 株式会社　ポータス 代表取締役　栗林　周次 釧路市鳥取南5丁目12番5号 084-0905 0154-61-5111 0154-53-0002 釧路市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システムの設計開発・保守・運用

ま 9 株式会社　まつみ商会 代表取締役　松見　喜明 帯広市東1条南20丁目14番地 080-0801 0155-22-4147 0155-25-6726 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、複写機等

ま 9 株式会社　まつみ商会 代表取締役　松見　喜明 帯広市東1条南20丁目14番地 080-0801 0155-22-4147 0155-25-6726 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文具、紙製品等

ま 9 株式会社　まつみ商会 代表取締役　松見　喜明 帯広市東1条南20丁目14番地 080-0801 0155-22-4147 0155-25-6726 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 事務机、椅子等

ま 9 株式会社　まつみ商会 代表取締役　松見　喜明 帯広市東1条南20丁目14番地 080-0801 0155-22-4147 0155-25-6726 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ機器、用具等

ま 9 株式会社　まつみ商会 代表取締役　松見　喜明 帯広市東1条南20丁目14番地 080-0801 0155-22-4147 0155-25-6726 帯広市 管内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 公園施設遊具、備品

ま 922 株式会社　マテック 代表取締役社長　杉山　博康 帯広市西21条北1丁目3番20号 080-2461 0155-37-5511 0155-38-7185 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他

鉄・非鉄金属スクラップ、古紙、各種鋼材、中古車輌、
ペットボトル、小型電子機器、レアメタル貴金属等の買

ま 922 株式会社　マテック 代表取締役社長　杉山　博康 帯広市西21条北1丁目3番20号 080-2461 0155-37-5511 0155-38-7185 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 産業廃棄物の収集運搬

ま 922 株式会社　マテック 代表取締役社長　杉山　博康 帯広市西21条北1丁目3番20号 080-2461 0155-37-5511 0155-38-7185 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物の処分
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ま 653 増田商店 増田　和人 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2013 0155-52-2013 更別村 村内 7 燃料部門 70 各種燃料 灯油、A重油

ま 653 増田商店 増田　和人 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2013 0155-52-2013 更別村 村内 7 燃料部門 71 暖房機器類 暖房機器、ガス機器

ま 653 増田商店 増田　和人 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2013 0155-52-2013 更別村 村内 7 燃料部門 72 燃料部門修繕 暖房機器、ガス機器の修理

ま 653 増田商店 増田　和人 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2013 0155-52-2013 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 金物、日用雑貨

ま 653 増田商店 増田　和人 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2013 0155-52-2013 更別村 村内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 家庭用電化製品

ま 653 増田商店 増田　和人 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2013 0155-52-2013 更別村 村内 4 事務部門 40 事務用機械 事務用品、事務用機器

ま 653 増田商店 増田　和人 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1542 0155-52-2013 0155-52-2013 更別村 村内 1 産業部門 5 厨房機械器具 厨房機械器具

ま 298 丸三商事　株式会社 代表取締役　原　宏一 札幌市中央区南1条西2丁目322番地 060-0061 011-251-5191 011-251-5194 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消防用ホース、防火衣、耐熱服、空気呼吸器、ヘルメッ
ト、消防用品全般

ま 298 丸三商事　株式会社 代表取締役　原　宏一 札幌市中央区南1条西2丁目322番地 060-0061 011-251-5191 011-251-5194 札幌市 道内 8 繊維部門 80 被服類 消防用制服、消防用被服全般

ま 298 丸三商事　株式会社 代表取締役　原　宏一 札幌市中央区南1条西2丁目322番地 060-0061 011-251-5191 011-251-5194 札幌市 道内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類

消防用特殊長靴、編上げ靴、雨衣、防寒衣、エアーテン
ト、消防用手袋

ま 196 マルハチ軽金属　株式会社 代表取締役社長　杉山　力夫 帯広市西21条北1丁目3番20号 080-2461 0155-37-6808 0155-38-7185 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 古紙、金属クスラップ、自動車等不要物品買受

ま 196 マルハチ軽金属　株式会社 代表取締役社長　杉山　力夫 帯広市西21条北1丁目3番20号 080-2461 0155-37-6808 0155-38-7185 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物処理業務

ま 198 マルハチ清掃　株式会社 代表取締役社長　坂井　司 帯広市西21条北1丁目3番20号 080-2461 0155-37-6888 0155-38-7185 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 古紙、金属クスラップ、自動車等不要物品買受

ま 198 マルハチ清掃　株式会社 代表取締役社長　坂井　司 帯広市西21条北1丁目3番20号 080-2461 0155-37-6888 0155-38-7185 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業廃棄物処理業務

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
プリンター、ファックス、複合機、パソコン、シュレッダー
等

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 トナー、インク、リボンカセット、文房具、コピー用紙等

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 デジカメ、書画カメラ、写真用紙、プロジェクター等

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類 事務用椅子・机、会議用テーブル、書庫等

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 プリンター、ファックス等の修繕

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 3 教育部門 30 スポーツ用品 体育用具、スポーツ用品・機器等

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 3 教育部門 32 音楽関連用品 楽器・アダプター等

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 テレビ、加湿器、オーディオ機器等

ま 363 丸山事務機 丸山　要 帯広市西18条南4丁目22-8 080-0028 0155-33-5599 0155-33-5564 帯広市 管内 3 教育部門 34 各種教材用品 ミシン等

ま 673 株式会社　真鍋庭園緑化 代表取締役　真鍋　憲太郎 帯広市稲田町東2線6番地 080-0832 0155-48-2120 0155-48-2169 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 園芸用土、樹木、芝生、種子、花苗類等

ま 673 株式会社　真鍋庭園緑化 代表取締役　真鍋　憲太郎 帯広市稲田町東2線6番地 080-0832 0155-48-2120 0155-48-2169 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈、樹木伐採、剪定、施肥、害虫駆除等

ま 925 株式会社　マルゼン　帯広営業所 所長　多田　正直 帯広市西３条南１７－１－１　ミキコーポ１F 080-0013 0155-26-3911 0155-26-3788 帯広市 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具 業務用厨房機器全般、調理道具、食器類、真空包装機

ま 962 株式会社　マルベリー　さわやかセンター帯広 センター長　櫻井　資久 帯広市西19条南1丁目7番14号 080-2469 0155-41-3084 0155-41-2821 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
介護ベッド、車いす、スロープ、血圧計、吸引器、吸入
器、特殊浴槽、介護ロボット

ま 991 MYはーど　株式会社 代表取締役　中村　光代 札幌市東区北33条東17丁目3番15 065-0033 090-2058-8522 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

診療報酬明細書点検等業務、柔道整復施術診療費支
給申請書調査等業務、特定検診未受診者電話受信勧

み 844 株式会社　ミライト　北海道支店 支店長　廣田　誠 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号　札幌流通倉庫東ビル 003-0807 011-831-3254 011-831-5016 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

照明機器（LED照明）、無線装置（WiFi機器等）、ＮＷ／Ｌ
ＡＮ機器など

み 844 株式会社　ミライト　北海道支店 支店長　廣田　誠 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号　札幌流通倉庫東ビル 003-0807 011-831-3254 011-831-5016 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 パソコン、計算機等

み 373 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 支社長　渡瀬　正樹 札幌市中央区北2条東12丁目98番地42 060-0032 011-271-1351 011-251-5250 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

発電受変電、配電、動力設備、制御監視システム、水
処理情報システム、ビル管理システム、映像情報システ

み 373 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 支社長　渡瀬　正樹 札幌市中央区北2条東12丁目98番地42 060-0032 011-271-1351 011-251-5250 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

各種電気機器器具、電子応用機械器具、工作機械器
具、原子力機械器具、ビル関連機械器具、車両機械器

み 137 三菱ふそうトラック・バス　株式会社　北海道ふそう　帯広支店 支店長　小山内　誠 帯広市西19条北1丁目1番10号 080-2459 0155-33-3131 0155-33-8916 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 自動車、トラック、バス

み 137 三菱ふそうトラック・バス　株式会社　北海道ふそう　帯広支店 支店長　小山内　誠 帯広市西19条北1丁目1番10号 080-2459 0155-33-3131 0155-33-8916 帯広市 管内 6 車両部門 61
特殊車両及び
その他車両・架装 特殊車両及びその他車両

み 137 三菱ふそうトラック・バス　株式会社　北海道ふそう　帯広支店 支店長　小山内　誠 帯広市西19条北1丁目1番10号 080-2459 0155-33-3131 0155-33-8916 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品

自動車、トラック、バス、特殊車両及びその他車両の部
品及び用品関係

み 137 三菱ふそうトラック・バス　株式会社　北海道ふそう　帯広支店 支店長　小山内　誠 帯広市西19条北1丁目1番10号 080-2459 0155-33-3131 0155-33-8916 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕
自動車、トラック、バス、特殊車両及びその他車両の車
両修繕

み 760 三ツ輪共和コンクリート　株式会社 代表取締役　及川　浩孝 阿寒郡鶴居村字幌呂342番地10 085-1147 0154-65-4649 0154-65-2037 鶴居村 道内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 コンクリート製品

み 761 三ツ輪ベンタス　株式会社 代表取締役　栗林　延年 釧路市鳥取南5丁目12番5号 084-0905 0154-51-2512 0154-53-3485 釧路市 道内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 コンクリート製品

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具

伝導用機器、各種ポンプ、ボイラー、工作機械、作業工
具、電動工具、溶接機材類

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両）

小型建設用機械、コンプレッサー、発電機、溶断用品、
荷役機器及び搬送機器類
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み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

高圧洗浄機、芝刈機、刈払機、チェンソー、噴霧器、揚
水ポンプ等

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

配管用鋼管及び継ぎ手、各種バルブ、塩ビ配管資材、
設備配管資材類

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 一般産業機械器具の修繕

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

家庭用電気器具、計装用センサー、スイッチ類、モー
ター、変減速装置等

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具 厨房機器、作業台、保管庫等

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 7 測量・計量機器 計量機器、計測機器類

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

ヘルメット、安全靴、安全帯、防塵防毒マスク、保護メガ
ネ、安全衛生用品、防災用品

み 496 宮本機械　株式会社 代表取締役　加藤　稔 帯広市西2条南5丁目3番地 080-0012 0155-24-6165 0155-23-9733 帯広市 管内 1 産業部門 6 理化学機器 測定機器類、実験用理化学機材等

み 631 未来のアグリ　株式会社 代表取締役　大竹　龍雄 福井県坂井市春江町沖布目第38号3番地 919-0422 0776-51-3535 0776-51-3545 福井県 道外 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材

有刺鉄線、野生動物侵入防止柵、捕獲柵、囲い罠、ス
チール牧柵

み 631 未来のアグリ　株式会社 代表取締役　大竹　龍雄 福井県坂井市春江町沖布目第38号3番地 919-0422 0776-51-3535 0776-51-3545 福井県 道外 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材

電牧器、電気柵、放牧施設資材、酪農用品、園芸用ハ
ウス

み 771 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎 札幌市中央区南8条西2丁目5番地18 064-0808 011-511-5357 011-511-5350 札幌市 道内 8 繊維部門 80 被服類
消防職・団員用制服、盛夏服、活動服、防寒服、制帽、
手袋、ゴム製品他

み 771 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎 札幌市中央区南8条西2丁目5番地18 064-0808 011-511-5357 011-511-5350 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消防用ホース、油圧救助器具、防火衣、空気呼吸器、
救助ロープ等、消防防災資機材全般

み 771 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎 札幌市中央区南8条西2丁目5番地18 064-0808 011-511-5357 011-511-5350 札幌市 道内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 革靴、ゴム長靴他

み 771 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎 札幌市中央区南8条西2丁目5番地18 064-0808 011-511-5357 011-511-5350 札幌市 道内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 洋品、服地、テント、シート、ロープ他

み 771 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎 札幌市中央区南8条西2丁目5番地18 064-0808 011-511-5357 011-511-5350 札幌市 道内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 記章、腕章他

み 771 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎 札幌市中央区南8条西2丁目5番地18 064-0808 011-511-5357 011-511-5350 札幌市 道内 9
その他の
部門 91 看板類 消防水利標識

み 771 有限会社　南川商店 取締役社長　南川　一郎 札幌市中央区南8条西2丁目5番地18 064-0808 011-511-5357 011-511-5350 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED等

み 701 有限会社　南十勝衛生社 代表取締役　野澤　卓司 広尾郡大樹町字下大樹62番地の4 089-2106 01558-6-3189 01558-6-3577 大樹町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 排水管等の高圧洗浄業務

み 701 有限会社　南十勝衛生社 代表取締役　野澤　卓司 広尾郡大樹町字下大樹62番地の4 089-2106 01558-6-3189 01558-6-3577 大樹町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 産業物（一般・産業）収集運搬業務

み 701 有限会社　南十勝衛生社 代表取締役　野澤　卓司 広尾郡大樹町字下大樹62番地の4 089-2106 01558-6-3189 01558-6-3577 大樹町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 産業物（一般・産業）処分、再生加工業務

み 951 ミナミ石油　株式会社 代表取締役　大塚　和男 札幌市北区篠路7条1丁目4-1 002-8027 011-773-7373 011-773-7374 札幌市 道内 7 燃料部門 70 各種燃料 灯油、重油

み 974 ミドリ安全北海道　株式会社　帯広営業所 所長　高村　泰範 帯広市西10条南28丁目7番地1 080-0020 0155-47-3545 0155-47-3546 帯広市 管内 1 産業部門 7 測量・計量機器 アルコール検知機

む 362 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　古谷　剛文 札幌市北区北12条西3丁目1番15号 001-0012 011-708-3541 011-707-3591 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
選挙機器、事務用機器、パソコンおよび周辺機器、マイ
クロ機器

む 362 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　古谷　剛文 札幌市北区北12条西3丁目1番15号 001-0012 011-708-3541 011-707-3591 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 選挙用品、コンピューター用品、パソコンソフト

む 362 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　古谷　剛文 札幌市北区北12条西3丁目1番15号 001-0012 011-708-3541 011-707-3591 札幌市 道内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 選挙機器、事務用機器、マイクロ機器の保守点検

む 362 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　古谷　剛文 札幌市北区北12条西3丁目1番15号 001-0012 011-708-3541 011-707-3591 札幌市 道内 4 事務部門 44 写真用品 マイクロ写真

む 362 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　古谷　剛文 札幌市北区北12条西3丁目1番15号 001-0012 011-708-3541 011-707-3591 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
選挙機器、事務用機器、パソコン及び周辺機器、マイク
ロ機器のリース

む 362 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　古谷　剛文 札幌市北区北12条西3丁目1番15号 001-0012 011-708-3541 011-707-3591 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

コンピュータ処理、データ入力、文書の電子化、システ
ム開発、運用支援

む 362 株式会社　ムサシ　札幌支店 支店長　古谷　剛文 札幌市北区北12条西3丁目1番15号 001-0012 011-708-3541 011-707-3591 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 選挙投開票業務等

む 447 株式会社　ムトウ　帯広支店 支店長　岡田　智宏 帯広市西3条南16丁目18番2号 080-0013 0155-22-6010 0155-24-1652 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療機器全般

む 447 株式会社　ムトウ　帯広支店 支店長　岡田　智宏 帯広市西3条南16丁目18番2号 080-0013 0155-22-6010 0155-24-1652 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医療品類全般

む 447 株式会社　ムトウ　帯広支店 支店長　岡田　智宏 帯広市西3条南16丁目18番2号 080-0013 0155-22-6010 0155-24-1652 帯広市 管内 1 産業部門 6 理化学機器 理化学機器、計測機器全般

む 800 株式会社　ムラカミ 代表取締役　村上　和輝 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号 060-0013 011-736-3311 011-716-8339 札幌市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消防用ホース、酸素・空気呼吸器、防火衣、消火器、防
災用品、災害非常食

む 800 株式会社　ムラカミ 代表取締役　村上　和輝 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号 060-0013 011-736-3311 011-716-8339 札幌市 道内 8 繊維部門 80 被服類 作業服、白衣

む 800 株式会社　ムラカミ 代表取締役　村上　和輝 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号 060-0013 011-736-3311 011-716-8339 札幌市 道内 8 繊維部門 81 寝具類 毛布、シーツ

む 800 株式会社　ムラカミ 代表取締役　村上　和輝 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号 060-0013 011-736-3311 011-716-8339 札幌市 道内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 カーテン、布地、懸垂幕、緞帳

む 800 株式会社　ムラカミ 代表取締役　村上　和輝 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号 060-0013 011-736-3311 011-716-8339 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED、AED付属品

む 800 株式会社　ムラカミ 代表取締役　村上　和輝 札幌市中央区北13条西17丁目1番36号 060-0013 011-736-3311 011-716-8339 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医薬品類

む 798 夢想園 西川　義幸 河西郡更別村字更別327-5 089-1551 0155-52-2445 0155-52-2424 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 花壇整備業務委託

め 480 株式会社　メディセオ　道東支店 支店長　増田　健司 帯広市西5条南27丁目1-9 080-0015 0155-28-5400 0155-28-5380 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療機器
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め 480 株式会社　メディセオ　道東支店 支店長　増田　健司 帯広市西5条南27丁目1-9 080-0015 0155-28-5400 0155-28-5380 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医療用品類、医薬品

め 480 株式会社　メディセオ　道東支店 支店長　増田　健司 帯広市西5条南27丁目1-9 080-0015 0155-28-5400 0155-28-5380 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 その他一般薬品資材類

め 163 有限会社　メンテック 代表取締役　川上　知之 河東郡音更町中鈴蘭南6丁目4番地11 080-0308 0155-31-7310 0155-31-7311 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務

常駐清掃、一般清掃、ビル清掃、定期清掃、清掃管理
業務等

め 163 有限会社　メンテック 代表取締役　川上　知之 河東郡音更町中鈴蘭南6丁目4番地11 080-0308 0155-31-7310 0155-31-7311 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 常駐警備、窓口警備、立哨警備、巡回警備、交通警備

め 163 有限会社　メンテック 代表取締役　川上　知之 河東郡音更町中鈴蘭南6丁目4番地11 080-0308 0155-31-7310 0155-31-7311 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 ボイラーマン、空調設備管理

め 163 有限会社　メンテック 代表取締役　川上　知之 河東郡音更町中鈴蘭南6丁目4番地11 080-0308 0155-31-7310 0155-31-7311 音更町 管内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 人材派遣

も 458 株式会社　モロオ　帯広営業所 所長　斎藤　宙 帯広市大通南22丁目4番地 080-0010 0155-22-8211 0155-28-3177 帯広市 管内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品 医療用医薬品、診断薬等

も 458 株式会社　モロオ　帯広営業所 所長　斎藤　宙 帯広市大通南22丁目4番地 080-0010 0155-22-8211 0155-28-3177 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 超音波診断装置、介護用ベッド、車椅子等

も 458 株式会社　モロオ　帯広営業所 所長　斎藤　宙 帯広市大通南22丁目4番地 080-0010 0155-22-8211 0155-28-3177 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 ガーゼ、紙オムツ等

も 458 株式会社　モロオ　帯広営業所 所長　斎藤　宙 帯広市大通南22丁目4番地 080-0010 0155-22-8211 0155-28-3177 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械 レセプト用コンピューター

も 458 株式会社　モロオ　帯広営業所 所長　斎藤　宙 帯広市大通南22丁目4番地 080-0010 0155-22-8211 0155-28-3177 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 病院の医薬品・物品の管理業務

も 960 株式会社　森田鉄工所　北海道営業支店 支店長　成田　研一 札幌市北区北9条西3丁目10番地1 060-0809 011-756-2061 011-756-2081 札幌市 道内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 水道用弁類各種整備修繕

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 1 産業部門 9 建材・原材料 建材、原材料（砂利採取業登録）

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 20 リース部門 202 土木・建設機械 土木・建設機械

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 20 リース部門 200
車両（特殊車両含
む） 車両（特殊車両含む）

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 20 リース部門 204 その他 その他

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 110 除雪業務 除雪業務（除雪・排雪等）

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 111 草刈業務 草刈業務（草刈・芝刈・伐採等）

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 103

道路清掃及び
維持管理業務 道路清掃及び道路維持管理業務

や 512 株式会社　山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南2線94番地 089-1521 0155-52-2311 0155-52-2315 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 108 処分業務 廃棄物処理業務（廃棄物処分（廃棄物処理許可）等）

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 土木・建設機械（特殊車両を除く）

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農林業用機器及び園芸資材

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

水道用機械器具及び資材

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気・通信機器及び資材

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 5 厨房機械器具 厨房機械器具

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 6 理化学機器 理化学機器

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 7 測量・計量機器 測量・計量機器

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 その他各種機器及び工具

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 9 建材・原材料 建材・原材料

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 木材・鋼材の加工資材

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 産業部門機器修繕

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 2 衛生部門 22 衛生資材 衛生資材

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 2 衛生部門 23 衛生部門機器修繕 衛生部門機器修繕

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 3 教育部門 30 スポーツ用品 スポーツ用品

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 3 教育部門 31
保育用品及び遊具
類 保育用品及び遊具類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 3 教育部門 32 音楽関連用品 音楽関連用品

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 3 教育部門 34 各種教材用品 各種教材用品

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 4 事務部門 40 事務用機械 事務用機械

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 事務用器具及び文具類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 4 事務部門 42 家具・調度類 家具・調度類
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や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 4 事務部門 44 写真用品 写真用品

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 4 事務部門 45 記章・旗・贈答品類 記章・旗・贈答品類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕 事務部門機器修繕

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 5 印刷部門 55 複写類 複写類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品 車両部品・自動車用品

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 7 燃料部門 70 各種燃料 各種燃料

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 7 燃料部門 71 暖房機器類 暖房機器類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 7 燃料部門 72 燃料部門修繕 燃料部門修繕

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 8 繊維部門 80 被服類 被服類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 靴鞄類・ゴム製品・帆布類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 カーテン・カーペット・その他繊維製品

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 防災・保安及び消防器材

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 9
その他の
部門 91 看板類 看板類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 9
その他の
部門 92

時計・眼鏡・貴金属
類 時計・眼鏡・貴金属類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類 食料品類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 金物・日用雑貨・陶磁器類

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 9
その他の
部門 97 その他 その他

や 577 株式会社　ヤマジョウ 代表取締役　太田　智範 河西郡更別村字更別南1線91番地 089-1513 0155-52-2036 0155-52-2912 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 機械設備保守業務（暖房用器具類一式）

や 283 株式会社　ヤマト商会 代表取締役　池田　誠 帯広市東10条南7丁目1番地15 080-0810 0155-22-2128 0155-22-2190 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材

消火器、消火薬剤、消防ホース、標識板類、防災用品、
災害用食糧品、ポータブルアイソレータ（感染防止）等

や 283 株式会社　ヤマト商会 代表取締役　池田　誠 帯広市東10条南7丁目1番地15 080-0810 0155-22-2128 0155-22-2190 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

消防用設備保守点検業務（消火器、消火栓設備、火災
報知機、誘導灯　他）

や 283 株式会社　ヤマト商会 代表取締役　池田　誠 帯広市東10条南7丁目1番地15 080-0810 0155-22-2128 0155-22-2190 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃消火器収集運搬

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 1 産業部門 5 厨房機械器具 業務用厨房機器、暖房器具、食器戸棚、調理機器

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 組立ハウス

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療用ベッド、車椅子、介護用品、清拭剤類

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具、印章、和・洋紙、加工紙等

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 4 事務部門 42 家具・調度類
木製・鋼製家具、黒板、じゅうたん、カーテン、パーティ
ション等

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 8 繊維部門 80 被服類 作業服、白衣、帽子

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 靴、長靴、鞄類、ゴム手袋

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 カーテン、ブラインド、軍手、タオル

や 717 株式会社　山正 代表取締役　和田　賢二 帯広市東1条南10丁目12番地1 080-0801 0155-22-3258 0155-22-9168 帯広市 管内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類

ワックス類、洗剤類、袋類、食器、トイレットペーパー、
鍋、ﾊﾞｹﾂ、物置、ガレージ等

や 316 野外科学　株式会社 代表取締役　高岡　伸一 札幌市東区苗穂町12丁目2番39号 065-0043 011-751-5151 011-741-4797 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 105

環境測定及び
水質等検査業務

大気、水質、土壌、飲料水、ダイオキシン類、アスベス
ト、騒音・振動、室内作業環境測定

や 344 ヤスダリネンサプライ　株式会社 代表取締役　田中　正一 広尾郡大樹町字下大樹199番地3 089-2106 01558-6-2021 01558-6-3630 大樹町 南十勝 8 繊維部門 80 被服類 制服、作業服、白衣

や 344 ヤスダリネンサプライ　株式会社 代表取締役　田中　正一 広尾郡大樹町字下大樹199番地3 089-2106 01558-6-2021 01558-6-3630 大樹町 南十勝 8 繊維部門 81 寝具類 布団、毛布、シーツ

や 344 ヤスダリネンサプライ　株式会社 代表取締役　田中　正一 広尾郡大樹町字下大樹199番地3 089-2106 01558-6-2021 01558-6-3630 大樹町 南十勝 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 タオル、おしぼり、ウエス

や 344 ヤスダリネンサプライ　株式会社 代表取締役　田中　正一 広尾郡大樹町字下大樹199番地3 089-2106 01558-6-2021 01558-6-3630 大樹町 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 113 クリーニング 寝具、衣類クリーニング

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 1 産業部門 3
水道用機械器具及
び
資材

上下水道資材

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 1 産業部門 10
木材・鋼材の
加工資材 鉄鋼材、鋼管類

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 設備機器、切削工具

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 2 衛生部門 22 衛生資材 衛生機器

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 ボイラー、ポンプ、修理
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や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 7 燃料部門 71 暖房機器類 暖房機器

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 1 産業部門 9 建材・原材料 セメント、凍結防止剤

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） ウインチ、発電機

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 保安及び消防器材

や 143 山田機械工業　株式会社 代表取締役　山田　理起三 帯広市西24条南1丁目4番地2 080-2474 0155-38-7700 0155-38-7707 帯広市 管内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気機器

や 211 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号 002-8041 011-771-2915 011-771-5828 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具
AED、全自動血圧計、身長体重計、骨密度測定器、注
射器、注射針、カット綿、ガーゼ

や 211 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号 002-8041 011-771-2915 011-771-5828 札幌市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
殺虫剤、消毒剤、ワクチン、殺菌剤、検査試薬、脱臭
剤、促進剤、（下水、し尿、塵芥処理場）

や 211 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号 002-8041 011-771-2915 011-771-5828 札幌市 道内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 自治体ゴミ袋、生分解性ゴミ袋

や 211 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号 002-8041 011-771-2915 011-771-5828 札幌市 道内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 防災用避難テント「ひなんルーム」、寝袋

や 211 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号 002-8041 011-771-2915 011-771-5828 札幌市 道内 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 非農耕地用除草剤

や 211 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号 002-8041 011-771-2915 011-771-5828 札幌市 道内 5 印刷部門 50 一般印刷
国民健康保険、介護保険等制度及び周知用冊子、リー
フレット販売

や 211 大和産業　株式会社 代表取締役　大和　正道 札幌市北区東茨戸1条1丁目3番28号 002-8041 011-771-2915 011-771-5828 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

子ども子育て支援計画策定、介護保険計画策定、健康
増進計画、その他調査集計作業

や 14 山本電子工業　株式会社 代表取締役　山本　昌廣 網走市駒場南7丁目5番11号 093-0035 0152-44-6534 0152-43-6739 網走市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

無線通信装置、通信機器、電子部品、無線機、家庭用
電気製品

や 14 山本電子工業　株式会社 代表取締役　山本　昌廣 網走市駒場南7丁目5番11号 093-0035 0152-44-6534 0152-43-6739 網走市 道内 9
その他の
部門 90

防災・保安及び
消防器材 防災用品、防災機材

や 14 山本電子工業　株式会社 代表取締役　山本　昌廣 網走市駒場南7丁目5番11号 093-0035 0152-44-6534 0152-43-6739 網走市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 OA機器、事務機器、事務機用電気製品

や 14 山本電子工業　株式会社 代表取締役　山本　昌廣 網走市駒場南7丁目5番11号 093-0035 0152-44-6534 0152-43-6739 網走市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務 電気設備、通信設備、消防用設備の保守管理

や 328 ヤンマーアグリジャパン株式会社　大樹支店 支店長　渡邉　真伍 広尾郡大樹町柏木町10番地 089-2138 01558-6-4061 01558-6-4062 大樹町 南十勝 1 産業部門 2
農林業用機器及び
園芸資材 農業用機械、耕運機、育苗用人工床土

や 328 ヤンマーアグリジャパン株式会社　大樹支店 支店長　渡邉　真伍 広尾郡大樹町柏木町10番地 089-2138 01558-6-4061 01558-6-4062 大樹町 南十勝 1 産業部門 8
その他各種機器及び
工具 除雪機

や 328 ヤンマーアグリジャパン株式会社　大樹支店 支店長　渡邉　真伍 広尾郡大樹町柏木町10番地 089-2138 01558-6-4061 01558-6-4062 大樹町 南十勝 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 発電機

や 328 ヤンマーアグリジャパン株式会社　大樹支店 支店長　渡邉　真伍 広尾郡大樹町柏木町10番地 089-2138 01558-6-4061 01558-6-4062 大樹町 南十勝 1 産業部門 11 産業部門機器修繕 農業用機械・土木建築機械・施設等の修理

や 328 ヤンマーアグリジャパン株式会社　大樹支店 支店長　渡邉　真伍 広尾郡大樹町柏木町10番地 089-2138 01558-6-4061 01558-6-4062 大樹町 南十勝 9
その他の
部門 97 その他 農業用倉庫、畜舎、組立ハウス

や 472 有限会社　山田産業 代表取締役　山田　和裕 河西郡中札内村大通北7丁目60番地 089-1310 0155-67-2830 0155-67-2918 中札内村 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 102

上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

浄化槽清掃業務、個別排水処理施設の維持管理

や 472 有限会社　山田産業 代表取締役　山田　和裕 河西郡中札内村大通北7丁目60番地 089-1310 0155-67-2830 0155-67-2918 中札内村 南十勝 10
委託部門
（役務の提供） 107 運送業務 廃棄物の収集運搬業務（一般・産業廃棄物）

や 629 有限会社　山田商店 代表取締役　山田　信幸 河西郡更別村字更別南1線91番地28 089-1513 0155-52-2014 0155-52-2015 更別村 村内 9
その他の
部門 93 食料品類 食料品等

や 629 有限会社　山田商店 代表取締役　山田　信幸 河西郡更別村字更別南1線91番地28 089-1513 0155-52-2014 0155-52-2015 更別村 村内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 日用雑貨類、トイレットペーパー等

や 629 有限会社　山田商店 代表取締役　山田　信幸 河西郡更別村字更別南1線91番地28 089-1513 0155-52-2014 0155-52-2015 更別村 村内 9
その他の
部門 97 その他 宝章等

ゆ 343 ＵＤトラックス道東　株式会社 代表取締役　金尾　泰明 帯広市西21条北1丁目3番12号 080-2461 0155-37-2276 0155-37-2619 帯広市 管内 6 車両部門 60 自動車 UDトラックス製除雪車、塵芥車、貨物車

ゆ 343 ＵＤトラックス道東　株式会社 代表取締役　金尾　泰明 帯広市西21条北1丁目3番12号 080-2461 0155-37-2276 0155-37-2619 帯広市 管内 6 車両部門 63 車両部門修繕 車両整備、点検、車検整備

ゆ 343 ＵＤトラックス道東　株式会社 代表取締役　金尾　泰明 帯広市西21条北1丁目3番12号 080-2461 0155-37-2276 0155-37-2619 帯広市 管内 6 車両部門 62
車両部品
・自動車用品

自動車用品、部品、バッテリー、タイヤ、自動車用油脂
類、不凍液等

ゆ 343 ＵＤトラックス道東　株式会社 代表取締役　金尾　泰明 帯広市西21条北1丁目3番12号 080-2461 0155-37-2276 0155-37-2619 帯広市 管内 1 産業部門 1
土木・建設機械
(除特殊車両） 三菱ロジスネクスト製フォークリフト

ゆ 57 ユニオンデーターシステム　株式会社 取締役社長　岸本　健一 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号 003-0024 011-862-7330 011-863-5965 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械 事務機器（パソコンおよび周辺機器）、パッケージソフト

ゆ 57 ユニオンデーターシステム　株式会社 取締役社長　岸本　健一 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号 003-0024 011-862-7330 011-863-5965 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 事務機器（パソコンおよび周辺機器）、パッケージソフト

ゆ 57 ユニオンデーターシステム　株式会社 取締役社長　岸本　健一 札幌市白石区本郷通13丁目南5番9号 003-0024 011-862-7330 011-863-5965 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

情報システム構築、情報処理業務、各種情報システム
保守等

ゆ 973 株式会社　ユニテック 代表取締役　藤井　紀綱 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 064-0952 011-688-8163 011-688-7823 札幌市 道内 5 印刷部門 53 地図印刷 地図印刷

ゆ 973 株式会社　ユニテック 代表取締役　藤井　紀綱 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 064-0952 011-688-8163 011-688-7823 札幌市 道内 3 教育部門 33 図書及び出版物 地図類

ゆ 973 株式会社　ユニテック 代表取締役　藤井　紀綱 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 064-0952 011-688-8163 011-688-7823 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 マッピング、その他情報システムデータ入力・保守

ゆ 973 株式会社　ユニテック 代表取締役　藤井　紀綱 札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮の森KLビル 064-0952 011-688-8163 011-688-7823 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 台帳補正・整理等

よ 414 株式会社　吉岡経営センター 代表取締役　吉岡　高広 札幌市中央区北6条西24丁目1番30 060-0006 011-644-8988 011-612-3717 札幌市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 公会計システムPPPVer5

よ 414 株式会社　吉岡経営センター 代表取締役　吉岡　高広 札幌市中央区北6条西24丁目1番30 060-0006 011-644-8988 011-612-3717 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

公会計に係るコンサルティング、財務書類等作成支援、
公営企業法適用化移行支援、上下水道事業経営戦略

り 225 リーダース産業　株式会社 代表取締役　千葉　卓司 旭川市近文町16丁目2785番地の2 070-0821 0166-51-3388 0166-54-3358 旭川市 道内 2 衛生部門 21 薬品・化粧品
次亜塩素酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム、苛性
ソーダ、活性炭、高分子凝集剤
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り 299 リエスパワーネクスト　株式会社 代表取締役社長　青木　博幸 東京都豊島区東池袋4丁目21番1号 170-0013 03-5960-8130 03-5960-1741 東京都 道外 9
その他の
部門 96 電力供給 電力供給

り 325 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 部長　宇野　暢智 札幌市北区北7条西2丁目8番地1 060-0807 011-700-2200 011-700-2255 札幌市 道内 4 事務部門 40 事務用機械
パソコン、タブレット、照明器具、通信機器、複写機、ト
ナーカートリッジ、シュレッダー等

り 325 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 部長　宇野　暢智 札幌市北区北7条西2丁目8番地1 060-0807 011-700-2200 011-700-2255 札幌市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 AED

り 325 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 部長　宇野　暢智 札幌市北区北7条西2丁目8番地1 060-0807 011-700-2200 011-700-2255 札幌市 道内 4 事務部門 43 印章類 カメラ、写真用品、DPE等

り 325 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 部長　宇野　暢智 札幌市北区北7条西2丁目8番地1 060-0807 011-700-2200 011-700-2255 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 複写機、パソコン等の賃貸借

り 325 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 部長　宇野　暢智 札幌市北区北7条西2丁目8番地1 060-0807 011-700-2200 011-700-2255 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 104 機械設備保守業務

複写機及びその付属品の点検・調整、電算システム保
守

り 325 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 部長　宇野　暢智 札幌市北区北7条西2丁目8番地1 060-0807 011-700-2200 011-700-2255 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム開発

り 377 リコーリース　株式会社　北海道支社 支社長　佐藤　達雄 札幌市中央区北2条西1丁目1 060-0002 050-3819-5216 011-222-4423 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器
パソコン、サーバー、プリンター、複写機、複合機、
FAX、シュレッダー、印刷機

り 377 リコーリース　株式会社　北海道支社 支社長　佐藤　達雄 札幌市中央区北2条西1丁目1 060-0002 050-3819-5216 011-222-4423 札幌市 道内 20 リース部門 203 医療機器 AED、レセコンシステム、CT、レントゲン装置等

り 377 リコーリース　株式会社　北海道支社 支社長　佐藤　達雄 札幌市中央区北2条西1丁目1 060-0002 050-3819-5216 011-222-4423 札幌市 道内 20 リース部門 204 その他 LED等

り 933 株式会社　リビング・シングス　更別支店 代表取締役　墨谷　展子 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 080-4045-3678 更別村 村内 9
その他の
部門 98 その他修繕 空気清浄機

り 933 株式会社　リビング・シングス　更別支店 代表取締役　墨谷　展子 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 080-4045-3678 更別村 村内 4 事務部門 42 家具・調度類 家具、カーテン・ロールスクリーン・ブラインド、装飾物

り 933 株式会社　リビング・シングス　更別支店 代表取締役　墨谷　展子 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 080-4045-3678 更別村 村内 20 リース部門 204 その他 空気清浄機

り 933 株式会社　リビング・シングス　更別支店 代表取締役　墨谷　展子 河西郡更別村字更別南2線92番地10 089-1512 080-4045-3678 更別村 村内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

内装設計業務、インテリアコーディネート、カラーコー
ディネート、ＨＰ棟ＩＴ関連デザイン、広告デザイン

れ 886 株式会社　LEOC 代表取締役　森井　秀和 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 100-0004 03-5220-8550 03-5220-8552 東京都 道外 10
委託部門
（役務の提供） 115 調理・配食業務 調理・配食業務

わ 10 株式会社　ワイドバンドコンピュータ 代表取締役　中河　功光 帯広市西16条南6丁目30番23号 080-0026 0155-58-6611 0155-58-6622 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
パソコン、タブレット、プリンタ、ソフトウェア、コンピュータ
用品・消耗品、通信機器

わ 10 株式会社　ワイドバンドコンピュータ 代表取締役　中河　功光 帯広市西16条南6丁目30番23号 080-0026 0155-58-6611 0155-58-6622 帯広市 管内 4 事務部門 44 写真用品 デジタルカメラ、インクジェット写真紙

わ 10 株式会社　ワイドバンドコンピュータ 代表取締役　中河　功光 帯広市西16条南6丁目30番23号 080-0026 0155-58-6611 0155-58-6622 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務 システム企画・製造・運用管理、データ入力

わ 10 株式会社　ワイドバンドコンピュータ 代表取締役　中河　功光 帯広市西16条南6丁目30番23号 080-0026 0155-58-6611 0155-58-6622 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務 ホームページ企画・制作・運用管理

わ 10 株式会社　ワイドバンドコンピュータ 代表取締役　中河　功光 帯広市西16条南6丁目30番23号 080-0026 0155-58-6611 0155-58-6622 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務 OAソフト職員研修（Excel、Word、PowerPointなど）

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 4 事務部門 40 事務用機械
パソコン、タブレット、ネットワーク機器、プリンター、
ファックス

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 コンピュータ用品、パソコンソフト、トナーカートリッジ

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 4 事務部門 46 事務部門機器修繕
パソコン、タブレット、ネットワーク機器、プリンター、
ファックスの修繕

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 5 印刷部門 50 一般印刷
一般の印刷（パンフレット・広報誌・チラシ・ポスター・ラ
ベル・名刺・帳票類）

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 9
その他の
部門 91 看板類 看板、パネル、横断幕、懸垂幕

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 9
その他の
部門 97 その他 広告用品（のぼり、ポスター、パネル、バッジ等）

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン、タブレット、携帯電話、ファックス、プリンター

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 106 電算処理業務

システム開発・保守、プログラミング、パンチサービス、
マッピング

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 109

広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務

ホームページ制作・保守、新聞等広告制作、広報誌制
作、取材・写真撮影、動画制作

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 112 テープ起こし業務 テープ起こし、会議録作成

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 114 派遣業務 パソコン、タブレット等操作指導、職員研修

わ 535 有限会社　ワン・エックス 代表取締役　辻田　茂生 帯広市西5条北4丁目1番地3 080-0035 0155-27-2112 0155-28-4601 帯広市 管内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

イベントの企画・制作・実施、有線・無線ネットワーク構
築・保守

わ 536 ワイコム　株式会社 代表取締役　秦野　仁志 札幌市中央区北1条西7丁目3番地 060-0001 011-280-0722 011-280-0723 札幌市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材

無線通信機器、公衆無線LAN（Wi-Fi）スポット構築、光
伝送設備、IP一斉告知システム等

わ 536 ワイコム　株式会社 代表取締役　秦野　仁志 札幌市中央区北1条西7丁目3番地 060-0001 011-280-0722 011-280-0723 札幌市 道内 20 リース部門 201 事務用機器 パソコン及びサーバー、ルーター等周辺機器等

わ 536 ワイコム　株式会社 代表取締役　秦野　仁志 札幌市中央区北1条西7丁目3番地 060-0001 011-280-0722 011-280-0723 札幌市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 116 その他委託業務

情報通信ネットワーク構築及び利活用に係る調査設計・
施工管理業務及び構築後の保守・運用業務

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 2 衛生部門 20 医療機器及び器具 医療用ベッド、車椅子、介護用浴槽等

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 4 事務部門 42 家具・調度類 木製・鋼製家具等

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 8 繊維部門 80 被服類 白衣・事務服、作業衣、介護衣等

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 8 繊維部門 81 寝具類 掛布団、ベッドパット、シーツ類、枕等

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 8 繊維部門 82
靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類 介護シューズ、ナースシューズ、長靴、作業靴等
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わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 8 繊維部門 83
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品 カーテン・じゅうたん・タオル類・マットレス・ウエス等

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 1 産業部門 5 厨房機械器具 厨房機器等

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 9
その他の
部門 95

金物・日用雑貨・
陶磁器類 食器類、洗剤類、日用品、ゴミ袋等

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 4 事務部門 41
事務用器具及び
文具類 文房具類

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 1 産業部門 4
電気・通信機器及び
資材 電気製品

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 20 リース部門 204 その他
寝具類、患者衣、白衣類、カーテン、マットレス等洗濯付
賃貸借

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 113 クリーニング

洗濯（寝具類、患者衣、白衣類、カーテン、タオル、マッ
トレス等）

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 100 清掃業務 医療施設及び介護施設の清掃業務

わ 122 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 支店長　小菅　茂則 小樽市新光5丁目13番3号 047-0198 0134-54-6525 0134-54-6580 小樽市 道内 10
委託部門
（役務の提供） 101 警備業務 医療施設及び介護施設の警備業務


