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一般競争入札又は指名競争入札
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(物品購入・役務の提供等)
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2021 ア ㈲青山自動車用品 青山　眞美 美瑛町

2030 ア (有)アグリック 古村　祐一 美瑛町

2036 ア ㈱阿部百貨店 阿部　裕信 美瑛町

2037 ア アイ企画工芸社 相内　博文 美瑛町

2106 ア 愛知時計電機㈱ 星加　俊之 愛知県 札幌支店 磯村　和久 札幌市

2114 ア 公益社団法人旭川公共嘱託登記土地家屋調査士会 植西　辰義 旭川市

2125 ア 旭川ニッタン㈱ 山﨑　教生 旭川市

2126 ア 朝日工業㈱ 守谷　正亮 旭川市

2130 ア ㈱アサヒ 柳澤　由藏 旭川市

2132 ア ㈱Ⅰ・ＴＥＣソリューションズ 住岡　弘 苫小牧市

2146 ア ㈱アシストワンエナジー 深川　政和 札幌市

2186 ア ㈱アイホー 寺部　良洋 愛知県 札幌支店 若松　良一 札幌市

2205 ア 一般財団法人　旭川市水道協会 東　光男 旭川市

2219 ア アズビル金門㈱ 上西　正泰 東京都 北海道支店 渡辺　英司 札幌市

2225 ア アジア航測㈱ 小川　紀一郎 東京都 札幌営業所 舘野　英浩 札幌市

2247 ア ㈱旭無線 白鳥　貴己 旭川市

2249 ア ㈱旭川浄化 吉田　敏光 旭川市

2271 ア ㈱アルカディア 天白　成一 大阪府

2281 ア ㈱あいわプリント 渡辺　辰美 旭川市

2291 ア アトラス情報サービス㈱ 八瀬　誠 大阪府 北海道事業所 松田　和広 札幌市

2306 ア 會澤高圧コンクリート㈱ 會澤　祥弘 新ひだか町

2309 ア アイデルサービス㈲ 古里　慎一 旭川市

2361 ア ㈱旭ダンケ 山下　裕久 旭川市 旭川支店 左高　美喜也 旭川市

2375 ア 旭川トヨタ自動車㈱ 西川　弘ニ 旭川市 タムザ神居店 横山　正治 旭川市

2394 ア ㈱ＩＨＩ回転機械エンジニアリング 石毛　秀明 東京都 北海道事業所 三浦　展裕 札幌市

2398 ア ㈱アクトシステムズ 齊藤　清 札幌市

2426 ア 旭川ハツタ商事㈱ 遠藤　治光 旭川市

2468 ア ＡＬＳＯＫ北海道㈱ 小松　裕 札幌市 富良野営業所 鹿野　友和 富良野市

2474 ア ㈱アンビエンテ丸大 西野尾　孝子 旭川市

2479 ア 旭川トヨペット㈱ 遠藤　穣 旭川市 神居店 久我　光弘 旭川市

2482 ア 浅野アタカ㈱ 大黒田　一人 東京都 北日本支店 吉田　満郎 宮城県

2487 ア 旭川日産自動車㈱ 岩木　豊二 旭川市 神楽店 大石　敏一 旭川市

2495 ア ㈱旭川保健医療情報センター 永田　哲夫 旭川市

2534 ア ㈱アサヒ電子研究所 和倉　愼治 大阪府
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2056 イ ㈱ヰセキ北海道 土屋　勝 札幌市 美瑛営業所 山中　斉 美瑛町

2136 イ 石垣メンテナンス㈱ 石垣　真 東京都 北海道支店 村國　英行 札幌市

2144 イ ㈱池下電設 池下　誠一 札幌市

2153 イ ＥＹ新日本有限責任監査法人 片倉　正美 東京都 札幌事務所 板垣　博靖 札幌市

2208 イ 岩崎通信機㈱ 西戸　徹 東京都 北海道支社 金澤　信晃 札幌市

2214 イ ㈱飯塚設備 飯塚　達夫 旭川市

2244 イ ㈱インタラック北日本 佐藤　安則 岩手県

2330 イ イハラ消防設備㈱ 宮永　憲一 旭川市

2371 イ ㈲岩佐電機商会 岩佐　真詩 旭川市

2386 イ 池田煖房工業㈱ 池田　薫 札幌市 道北支店 山本　伸 旭川市

2461 イ ㈱イビソク 森　允 岐阜県 札幌営業所 加藤　尚史 札幌市

2546 イ ㈲イーズ 枝廣　淳子 東京都

2199 ウ 潮物産㈱ 新井　哲仁 札幌市 旭川営業所 花山　弘満 旭川市

2277 ウ ㈱内田洋行ＩＴソリューションズ 新家　俊英 東京都
地域事業本部
北海道支店

小林　義雄 札幌市

2507 ウ ㈱ウェルクル 田中　学 大阪府 札幌支店 畑澤　大輔 札幌市

2005 エ ㈲エコテック 冨田　陸夫 美瑛町

2107 エ ㈱エムティーアイ 前多　俊宏 東京都

2108 エ ㈱エイチ・ビー・シーフレックス 今井　信之 札幌市

2117 エ エス・イー・シーエレベーター㈱ 鈴木　孝夫 東京都 北海道支社 徳留　俊一 札幌市

2174 エ ＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 今関　智雄 東京都 北海道支店 松川　裕一 札幌市

2176 エ ㈱エース・クリーン 中井　真太郎 北見市

2196 エ ㈱ＮＴＴ東日本-北海道 阿部　隆 札幌市

2198 エ ＮＴＴタウンページ㈱ 酒井　紀雄 東京都

2201 エ ㈱ＨＢＡ 伊藤　尚樹 札幌市

2210 エ ㈱エム・イー器械 谷川　寿邦 旭川市

2228 エ ㈱ＨＤＣ 西山　秀樹 札幌市

2231 エ 荏原環境プラント㈱ 渡邉　良夫 東京都 北海道支店 山本　伸也 札幌市

2233 エ ＮＥＣプラットフォームズ㈱ 福田　公彦 東京都 北海道支店 竹生　秀行 札幌市

2234 エ エア・ウォーター物流㈱ 向出　敏行 札幌市 旭川営業所 澤田　勝博 旭川市

2246 エ ㈱エイチ・アイ・ディ 前澤　央 札幌市
システム統括

本部
中村　好宏 札幌市

2250 エ ㈲エスエス・クリーン 鈴木　松雄 旭川市

2273 エ ㈱M・I・C 木村　晶仁 苫小牧市

2286 エ ㈱エコニクス 三上　卓也 札幌市

2319 エ NTT・TCリース株式会社 成瀬　明弘 東京都 北海道支店 久保田　司 札幌市
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2349 エ エイチ・ジェイ・ケイ㈱ 松倉　利充 東川町

2364 エ ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 牛島　祐之 東京都 北海道支店 桑原　孝一 札幌市

2381 エ ㈱エネット 川越　祐司 東京都

2382 エ ㈱SEウイングズ 西村　良克 苫小牧市

2384 エ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 本間　洋 東京都

2458 エ エア・ウォーター北海道㈱ 北川　裕二 札幌市
旭川産業・医

療営業所
斉藤　憲一 旭川市

2480 エ エア・ウォーター・ライフサポート株式会社 吉岡　信男 札幌市 旭川医療営業所 田山　元規 旭川市

2485 エ エスケー産業㈱ 木村　直樹 札幌市 旭川営業所 立石　暢浩 旭川市

2486 エ ㈲エースメディカル 熊谷　守道 旭川市

2518 エ ＭＭＣダイヤモンドファイナンス㈱ 服部　俊彦 東京都 リース営業部 前島　弘行 東京都

2010 オ ㈱オオタそうご電器 小嶋　仁 美瑛町

2118 オ ㈱大江商店 大江　泰弘 旭川市

2203 オ ㈱オーヤラックス 松村　かおり 東京都 札幌支店 小林　正志 札幌市

2222 オ ㈱大原鉄工所 大原　興人 新潟県

2317 オ ㈱オーレンス 高橋　武靖 別海町

2408 オ オルガノ㈱ 内倉　昌樹 東京都 北海道支店 白戸　伸周 札幌市

2470 オ ＯＫＩクロステック㈱ 竹内　俊尚 東京都 北海道支社 森山　隆勝 札幌市

2115 カ 河村薬品㈱ 里見　靖 札幌市

2116 カ ㈱管路診断 河村　俊一郎 岩見沢市

2276 カ ㈱河合楽器製作所 河合　弘隆 静岡県 旭川店 内田　大輔 旭川市

2280 カ 環境クリエイト㈱ 細川　裕俊 札幌市

2297 カ ㈲上神田商会 上神田　武利 旭川市

2320 カ ㈱管研 赤石　多久見 札幌市

2340 カ ㈱環境科学研究所 又野　昌秀 函館市

2418 カ カンエイ実業㈱ 坂下　修 札幌市 旭川営業所 坂本　光也 旭川市

2445 カ 開発工建㈱ 奈良　和康 岩見沢市

2499 カ 開成設備㈱ 川口　新 旭川市

2013 キ ㈲木田建設 木田　耕太郎 美瑛町

2041 キ ㈱喜多造園土木 内藤　光師 美瑛町

2109 キ 極東サービス㈱ 島田　直弥 千葉県 北海道出張所 荒井　武史 札幌市

2162 キ ㈱キシイ 岸井　康祐 旭川市

2170 キ 極東警備保障㈱ 長谷川　力也 旭川市

2224 キ ㈱北日本広告社 須藤　健一 札幌市 旭川支社 毛利　文彦 旭川市

2248 キ 共立メンテナンス 上田　卓味 東京都 札幌支店 轟　健太郎 札幌市
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2261 キ ㈱ぎじろくセンター 白井　義美 山口県 東京営業所 濱野　尚子 札幌市

2270 キ 協和設備㈲ 大平　誠司 旭川市

2282 キ キハラ㈱ 木原　一雄 東京都 北海道営業所 伊藤　智明 札幌市

2287 キ キョウワ㈱ 伊藤　龍廣 埼玉県 札幌支店 三島　芳夫 北広島市

2298 キ ㈲協同アドコム 初山　邦夫 旭川市

2336 キ キャノンメディカルファイナンス㈱ 関　尚平 東京都

2341 キ 共和化工㈱ 吉村　俊治 東京都 札幌支店 渡邉　康大 札幌市

2343 キ 旭晃メンテナンス興業㈱ 神谷　朋恵 旭川市

2385 キ ㈱木本動力工業所 本田　道明 旭川市

2453 キ ㈱共成レンテム 小沼　光雄 帯広市 富良野営業所 川田　純久 富良野市

2457 キ 協和創業㈱ 五十嵐　仁 札幌市

2524 キ 協和総合管理㈱ 山本　秀也 小樽市 旭川営業所 芳澤　昌樹 旭川市

2529 キ 北北海道三菱自動車販売㈱ 村脇　学 旭川市

2110 ギ ㈱ぎょうせい 成吉　弘次 東京都 北海道支社 阿部　和彦 札幌市

2142 ギ ㈱行政システム研究所 城　克幸 札幌市

2169 ク ㈱クリタス 鎌田　裕久 東京都 北海道支店 脇川　克晴 札幌市

2387 ク ㈱クリーンアップ 山谷　義治 札幌市

2442 ク クリタ北海道㈱ 氏家　英聡 札幌市 旭川営業所 飯原　健太 旭川市

2535 ク ㈱KOO 中村　友 小樽市

2209 グ グリーンテックス㈱ 佐藤　一彦 旭川市

2264 グ ㈱グローバルキャスト 川口　英幸 愛知県

2033 ケ 合同会社　ka 岩崎　和宏 美瑛町

2180 ケ ㈱建設技術研究所 中村　哲己 東京都 北海道支社 相澤　利忠 札幌市

2240 ケ ㈱ケアコム 池川　充洋 東京都 札幌支店 金田　憲一 札幌市

2413 ケ ＫＳＳ㈱ 深澤　重幸 東京都

2049 コ ㈲今野エンジニア 今野　敬二 美瑛町

2050 コ ㈱小杉石油店 小杉　英紀 美瑛町

2112 コ ㈱光生舎 高江　智和理 札幌市

2211 コ ㈱コメリ 捧　雄一郎 新潟県

2296 コ ㈱コンピューター・ビジネス 阿久津　秀人 旭川市

2301 コ ㈱小林舞台システム 小林　正志 恵庭市

2327 コ 国策機工㈱ 長谷川　敬 苫小牧市 旭川事業部 宮﨑　朗 旭川市

2352 コ ㈱公清企業 原田　利明 札幌市

2356 コ ㈱広立総業 近藤　勝 旭川市
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2379 コ コウフ・フィールド㈱ 加治木　英隆 福岡県 北海道支店 進藤　亘 札幌市

2419 コ 国策共栄㈱ 長谷川　敬 旭川市

2448 コ 向野商事㈱ 藤野　芳一 札幌市 旭川営業所 鴻上　恵一 旭川市

2491 コ 神戸綜合速記㈱ 藤岡　亮介 兵庫県 札幌支店 武澤　清文 札幌市

2494 コ コマツカスタマーサポート㈱ 三浦　和明 東京都
北海道カンパニー

旭川支店
山崎　信宏 旭川市

2536 コ ㈱コトブキ 深澤　幸郎 東京都 札幌支店 近藤　香織 札幌市

2269 ゴ ㈱五藤光学研究所 五藤　信隆 東京都

2435 ゴ 五光トータル防災㈱ 合田　浩幸 旭川市

2017 サ 佐藤商事㈱ 佐藤　公泰 美瑛町

2163 サ ㈱札幌ニット 武田　久 札幌市

2177 サ ㈲サンポウ物流 高橋　恒久 苫小牧市

2183 サ 三和航測㈱ 大西　錦城 東京都 北海道支社 大西　錦城 札幌市

2189 サ ㈱札幌トランジスター 横田　圭介 札幌市

2213 サ ㈱三洋 若松　宏佳 旭川市

2215 サ ㈱サーベイリサーチセンター 藤澤　士郎 東京都 北海道事務所 人見　俊介 札幌市

2254 サ ㈱サイトー 友田　孝 旭川市

2302 サ サンユ工業㈱ 伊藤　恭介 旭川市

2332 サ 札幌施設管理㈱ 田中　芳章 札幌市

2368 サ ㈲サウンド企画 大西　利昭 旭川市

2471 サ ㈱サイダ 齋田　義孝 小樽市

2497 サ ㈱札幌標板製作所 小藤田　良彦 札幌市

2500 サ 札幌臨床検査センター㈱ 桶谷　満 札幌市 道北支店 長野　英夫 旭川市

2505 サ ㈱札幌ニチエー 橋本　貴行 札幌市

2530 サ 札幌通運㈱ 柏木　稔 札幌市 旭川支店 青山　誠 旭川市

2531 サ ㈱サンコー 佐藤　幸治 札幌市

2044 シ ㈱清水組 古川　博士 美瑛町

2046 シ ㈲シージーエム 荒川　亘 美瑛町

2057 シ 社会福祉法人　新生会 新谷　龍一郎 旭川市
障害福祉サービス事業所

美瑛デイセンターすずらん 森居　栄治 美瑛町

2119 シ システムバンク㈱ 屋代　敦男 札幌市

2133 シ 新栄クリエイト㈱ 大谷　一洋 札幌市

2164 シ ㈱社会議録センター 加藤　剛也 埼玉県 北海道支社 丸山　聡史 札幌市

2173 シ 新日本工業㈱ 前田　敦 旭川市

2197 シ ㈱シン技術コンサル 重清　祐之 札幌市

2229 シ 新明和アクアテクサービス㈱ 島坂　忠宏 兵庫県 北海道センター 仙北谷　実 札幌市
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2294 シ シンレキ工業㈱ 田中　正晴 東京都 北海道事業所 板倉　強 岩見沢市

2311 シ システムサービス㈱ 太田　竜 札幌市

2324 シ シーメンスヘルスケア㈱ 森　秀顕 東京都 北海道営業所 公平　健一 札幌市

2339 シ 下村電気㈱ 下村　正典 旭川市

2345 シ 新日章㈱ 佐藤　俊行 旭川市

2395 シ 新日章サービス㈱ 早坂　洋子 旭川市

2437 シ ㈱シーテック 本間　文規 札幌市

2472 シ シンコースポーツ北海道㈱ 石崎　健太 札幌市

2492 シ シグナス商事㈱ 横田　健司 旭川市

2521 シ 写測エンジニアリング㈱ 永露　潔 大阪府 札幌支店 永露　潔 札幌市

2122 ジ ＪＦＥアクアサービス機器㈱ 土井　悟 静岡県 北海道営業所 平野　勝紀 札幌市

2137 ジ ジャパンエレベーターサービス北海道㈱ 瀬戸　秀明 札幌市

2200 ジ ㈱ＪＥＣＣ 桑田　始 東京都 依田　茂 東京都

2212 ジ GEヘルスケア・ジャパン㈱ 多田　荘一郎 東京都 旭川営業所 丸山　亮祐 旭川市

2272 ジ JFEプラントエンジ㈱ 齋數　正晴 東京都

2328 ジ ㈱常光 服部　直彦 東京都 旭川支店 板倉　丈次 旭川市

2363 ジ ㈱GIS北海道 白川　彰 札幌市

2440 ジ ㈱ＧＩＣ Ｊａｐａｎ 佐々木　清 札幌市

2035 ス 菅原燃料店 菅原　秀之 美瑛町

2039 ス ㈱スギモト 杉本　和雄 美瑛町

2058 ス ㈱スコーレ 廣野　勝利 深川市 美瑛営業所 細川　雄太 美瑛町

2129 ス ㈱スズケン 宮田　浩美 愛知県 旭川支店 本城　弘一 旭川市

2257 ス ㈱須田製版 須田　守 札幌市 旭川支社 野村　卓身 旭川市

2310 ス 鈴蘭ビルサービス㈱ 坂本　夕樹 音更町 旭川営業所 島影　和幸 旭川市

2326 ス スズ産業㈱ 鈴木　利昭 旭川市

2411 ス ㈱鈴木商会 駒谷　僚 札幌市 旭川事業所 鈴木　和幸 旭川市

2538 ス ㈱スゴー事務機 晒谷　初 旭川市

2168 ズ ㈱ズコーシャ 高橋　宣之 帯広市 札幌支社 明石　憲宗 札幌市

2120 セ 清香園　山田植木㈱ 内田　則彦 旭川市

2181 セ ㈱セキュメント 松田　雅生 新十津川町 旭川事業所 北村　正朗 旭川市

2318 セ セコム㈱ 尾関　一郎 東京都

2342 セ セラル 和田　勝広 旭川市

2390 セ ㈱セラビ 川端　英司 札幌市

2243 ゼ ゼロワットパワー㈱ 佐藤　和彦 千葉県
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2409 ゼ ㈱ゼンリン 髙山　善司 福岡県 旭川営業所 福田　貴志 旭川市

2159 ソ ㈱總北海 田村　総司郎 旭川市

2207 ソ 綜合警備保障㈱ 青山　幸恭 東京都 北海道支社 長尾　昭 札幌市

2266 ソ ㈱創和 石住　義光 東京都 札幌支社 菅原　敏幸 札幌市

2373 ソ ㈱ソリューションセンター 前田　康仁 旭川市

2443 ソ ㈱ソラスト 藤河　芳一 東京都 札幌支社 須藤　哲人 札幌市

2447 ソ ソリマチ㈱ 反町　秀樹 新潟県

2451 ソ 相合縫製㈱ 笠原　祥史 札幌市

2465 ソ 総合商研㈱ 加藤　優 札幌市

2490 ソ ㈱測機社 長谷川　徹 札幌市

2111 タ ㈲タナベ 田邊　宏 帯広市

2157 タ 大雪車輌工業㈱ 東　孝 旭川市

2217 タ 大洋設備㈱ 松本　康洋 旭川市

2307 タ 太平洋興産㈱ 小西　誠二 旭川市

2359 タ タニコー㈱ 谷口　秀一 東京都 旭川営業所 竹本　英幸 旭川市

2374 タ ㈱丹青社 高橋　貴志 東京都

2425 タ 田辺商事㈱ 田辺　哲郎 神奈川県 旭川営業所 前田　康彦 旭川市

2430 タ 太平ビルサービス㈱ 狩野　伸彌 東京都 旭川支店 佐藤　剛 旭川市

2476 タ ㈱竹山 土田　拓也 札幌市 旭川支店 高橋　瑞揮 旭川市

2502 タ ㈱ＴＡＩＳＨＩ 菅野　剛 札幌市

2508 タ 田井自動車工業㈱ 岡田　泰次 札幌市

2514 タ ㈱太洋 塚田　寛 函館市 旭川支店 水口　清雅 旭川市

2267 ダ ㈱第一岸本臨床検査センター 広瀬　正明 札幌市

2284 ダ 第一電気工業㈱ 高橋　雄治 旭川市

2305 ダ 大和印刷㈱ 中野　明美 旭川市

2334 ダ 第一法規㈱ 田中　英弥 東京都

2360 ダ 大和リース㈱ 森田　俊作 大阪府 札幌支店 渡邉　博康 札幌市

2365 ダ 大和ユニフォーム㈱ 内田　芳史 旭川市

2525 ダ 大丸㈱ 藤井　敬一 札幌市 道北支店 岡田　栄次 旭川市

2540 ダ 大新東㈱ 森下　哲好 東京都 北海道支店 加藤　祐史 札幌市

2011 チ 中央総業株式会社 野村　祐司 美瑛町

2124 チ 千代田電装工業㈱ 山内　朋幸 旭川市

2232 チ 中央コンピューターサービス㈱ 谷田　浩一 中標津町 札幌支社 所　達也 札幌市

2424 チ 中大実業㈱ 中島　正貴 札幌市 旭川支店 朝倉　博 旭川市
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2532 チ ㈱地域環境計画 髙塚　敏 東京都 北海道支社 浜田　拓 札幌市

2127 ツ ㈱つうけんｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 橘川　龍也 札幌市

2275 ツ ㈱ツムラ札幌 庄司　登志幸 札幌市

2289 ツ 都築電気㈱ 江森　勲 東京都 旭川営業所 片倉　貴志 旭川市

2400 ツ 都築テクノサービス㈱ 仲井　正人 東京都 北海道支店 田中　則夫 札幌市

2406 ツ ㈱通電技術 三野　仁 札幌市

2469 ツ ㈱つうけんアクティブ 増田　修一 札幌市 旭川事業所 多田　文哉 旭川市

2140 テ ㈱TMS工業 加藤　勝 札幌市

2188 テ 帝人ヘルスケア㈱ 田中　正人 東京都

2258 テ ㈱TKC 飯塚　真規 栃木県

2268 テ ㈱TRC北海道 稲岡　浩隆 札幌市

2295 テ ㈱テクノス北海道 吉本　宏明 旭川市

2316 テ テスコ㈱ 髙橋　久治 東京都

2402 テ ㈱帝国データバンク 後藤　信夫 東京都 旭川支店 吉原　弘基 旭川市

2475 テ ㈱テクノラボ 石井　茂喜 札幌市

2230 デ ㈱データホライゾン 内海　良夫 広島県

2312 デ ㈱ディーソル 今村　勇雄 東京都 北海道営業所 大島　隆司 札幌市

2391 デ ㈱データ管理 名和　靖史 帯広市

2417 デ ㈱データベース 大森　康弘 札幌市

2478 デ ㈱電通北海道 沖津　充男 札幌市

2025 ト ㈱十勝自動車修理工場 瀧川　修二 美瑛町

2105 ト 東芝インフラシステムズ㈱ 今野　貴之 神奈川県 北海道支社 山口　剛 札幌市

2149 ト 東亜道路工業㈱ 森下　協一 東京都 道北営業所 松橋　誓也 旭川市

2185 ト 東洋ロードメンテナンス㈱ 山口　拓宏 札幌市

2193 ト ㈱東部清掃 酒井　隆吉 札幌市

2220 ト ㈱東和 宮本　行夫 旭川市

2346 ト ㈱東洋実業 横田　正弘 札幌市 旭川営業所 中　祐二 旭川市

2362 ト 東和Ｅ＆Ｃ㈱ 成田　正志 札幌市

2420 ト 東京美装北海道㈱ 小野　宏道 札幌市 旭川支店 佐々木　茂隆 旭川市

2439 ト ㈱トヨタレンタリース旭川 浅田　勝広 旭川市

2463 ト 東芝エレベータ㈱ 柳瀬　悟郎 神奈川県 北海道支社 徳永　星馬 札幌市

2484 ト 東洋計器㈱ 土田　泰秀 長野県 札幌支店 藤平　朋昭 札幌市

2504 ト トヨタカローラ旭川㈱ 五十嵐　敏文 旭川市 西神楽店 加藤　悠 旭川市

2513 ト 東邦北海道㈱ 吉澤　尚芳 札幌市 旭川営業所 加賀谷　一志 旭川市
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2528 ト トヨタカローラ道北㈱ 千葉　考三 旭川市 東光店 吉田　勝文 旭川市

2547 ト 東邦薬品㈱ 馬田　明 世田谷区 旭川営業所 笠原　孝文 旭川市

2154 ド ㈱道北鋪道 坂上　尚 旭川市

2344 ド 道北自動車工業㈱ 辻　修 旭川市

2370 ド ㈱道銀地域総合研究所 上杉　真 札幌市

2045 ナ ㈲成田鐵工 成田　英樹 美瑛町

2143 ナ ㈱中西製作所 中西　一真 大阪府 旭川営業所 渡邉　俊弥 旭川市

2293 ナ ㈱ナガワ 高橋　修 東京都 旭川営業所 武田　佳樹 当麻町

2399 ナ ナブコシステム㈱ 山村　望 東京都 旭川営業所 藤河　賢司 旭川市

2436 ナ ナラサキ産業㈱ 中村　克久 札幌市 北海道支社 小松　誠一 札幌市

2450 ナ 中村印刷㈱ 中村　裕一 旭川市

2113 ニ 日本調理機㈱ 齋藤　有史 東京都 北海道支店 小笠原　亨 札幌市

2123 ニ 日本キャタピラー　合同会社 本田　博人 東京都 旭川営業所 長　謙太郎 旭川市

2134 ニ 日本衛生㈱ 中川　卓美 札幌市

2135 ニ 日清医療食品㈱ 菅井　正一 東京都 北海道支店 渡辺　富士雄 札幌市

2141 ニ ㈱ニサカ 二坂　知行 旭川市

2152 ニ ㈱西塚清掃社 西塚　邦夫 空知郡

2166 ニ 日進設備工業㈱ 猪股　武 旭川市

2179 ニ ㈱日星電機 中谷　光弘 札幌市 旭川支店 米本　義彦 旭川市

2216 ニ ㈱ニック 松浦　豊喜 福岡県 東京支店 竹原　達也 東京都

2237 ニ 日本カルミック㈱ 髙居　隆章 東京都

2256 ニ 日本タイプ事務器㈱ 渡辺　正人 旭川市

2259 ニ ㈱NICHIJO 鈴木　隆好 札幌市

2262 ニ ㈱日興ジオテック 小山　重芳 旭川市

2263 ニ 日本マーキング㈱ 中谷　一成 札幌市

2278 ニ ㈱日本管財環境サービス 降矢　直樹 兵庫県 北海道営業所 萩原　慎二 札幌市

2314 二 ㈱日本経営情報システム 市村　浩貴 札幌市

2333 ニ ㈱日本エィ・アィ・ティ 関　昌明 札幌市

2335 ニ ㈱日本エム・アイ・エー 成田　篤 愛知県

2351 ニ ㈱日本インシーク 番上　正人 大阪府 札幌支店 前岡　朗 札幌市

2354 ニ ㈱日総 平井　英司 札幌市

2357 ニ 一般社団法人　日本家族計画協会 北村　邦夫 東京都

2367 ニ ㈱日水コン 間山　一典 東京都 北海道支所 小棚木　修 札幌市

2376 ニ 日本電気㈱ 新野　隆 東京都 旭川支店 橋本　一昭 旭川市
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2403 ニ ㈱二二商会 斎藤　太雅哉 札幌市

2414 ニ ㈱ニットメンテナンス 川村　光徳 札幌市

2416 ニ ニチレキ㈱ 小幡　学 東京都 旭川営業所 磯　雅男 旭川市

2429 ニ 二幸産業㈱ 小河原　豊 東京都 北海道支社 芳賀　豊 札幌市

2459 ニ ㈱ニチイ学館 森　信介 東京都

2489 ニ ㈱ニトリパブリック 似鳥　昭雄 札幌市

2519 ニ ㈱日本防災技術センター 指川　司 札幌市 旭川営業所 星野　雄也 旭川市

2520 ニ ㈱西原環境 西原　幸志 東京都 北海道支店 長谷川　巧 札幌市

2533 ニ 日本工営㈱ 有元　龍一 東京都 札幌支店 橋場　克泰 札幌市

2548 ニ 日本船舶薬品㈱ 岩﨑　潤一 横浜市 札幌営業所 小林　大 札幌市

2158 ネ ネッツトヨタ旭川㈱ 竹川　秀幸 旭川市 かぐらおか店 寺山　俊幸 旭川市

2274 ネ ネッツトヨタたいせつ㈱ 渡邊　智 旭川市 豊岡店 田邊　淳 旭川市

2392 ネ Next-i㈱ 松浦　千尋 愛知県 札幌オフィス 藤井　文彦 札幌市

2527 ネ ㈱ネクシス光洋 寺林　修 旭川市

2182 ノ ノアインターナショナル㈱ 上村　貞男 札幌市 旭川営業所 横山　敏 旭川市

2303 ノ ㈱ノーザンクロス 山重　明 札幌市

2545 ノ ㈱ノーザンスカイ 小笠原　清治 札幌市

2012 ハ 浜塚建設工業㈱ 濱塚　努 美瑛町

2043 ハ 早川石材工業㈱ 早川　学 美瑛町

2047 ハ 長谷川印舗 長谷川　義明 美瑛町

2104 ハ 橋本電気工事㈱ 土岐田　昇 札幌市

2245 ハ ㈱HARP 駒崎　征明 札幌市

2506 ハ ㈱箸源 筒井　美智博 旭川市

2172 バ バイオマスリサーチ㈱ 菊池　貞雄 帯広市

2496 バ 特定非営利活動法人　場とつながりラボhome’ｓ　vi 嘉村　賢州 京都府

2544 バ バイザー㈱ 井上　正巳 愛知県

2223 パ パナソニックLSエンジニアリング㈱ 藤井　和夫 大阪府
北海道・東北

支店
菊森　慎吾 宮城県

2325 パ パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 片倉　達夫 東京都
北海道社

北海道営業所
田中　司 札幌市

2195 ヒ ㈱日立ソリューションズ東日本 小玉　洋一郎 宮城県
ソリューション
第一営業部

澤田　潤 札幌市

2206 ヒ 日立キャピタル㈱ 川部　誠治 東京都 安栄　香純 東京都

2218 ヒ 平間造園㈱ 平間　公博 旭川市

2226 ヒ ㈱檜山鐵工所 檜山　正人 旭川市

2238 ヒ ヒロノ㈱ 廣野　勝利 深川市

2283 ヒ ㈱東日本計装 三浦　修司 札幌市
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2292 ヒ 日立三菱水力㈱ 甘粕　進 東京都

2331 ヒ 東日本電信電話㈱ 井上　福造 東京都 北海道事業部 阿部　隆 札幌市

2473 ヒ 東日本テクノ㈱ 吉田　智 札幌市

2511 ヒ ㈱ヒラカワ 平川　晋一 大阪府 札幌営業所 静谷　健太郎 札幌市

2516 ヒ 日立建機日本㈱ 榎本　一雄 埼玉県 旭川営業所 木村　公紀 旭川市

2001 ビ 社会福祉法人　美瑛慈光会 安倍　信一 美瑛町

2007 ビ 美瑛施設管理協同組合 嵯城　和彦 美瑛町

2008 ビ 一般社団法人　美瑛町観光協会 後路　宜伸 美瑛町

2009 ビ 美瑛通運㈱ 谷　徳幸 美瑛町

2014 ビ 社会福祉法人　びえい子育て応援団 佐藤　剛敏 美瑛町

2015 ビ ㈲美瑛綜合オートセンター 瀧川　敦史 美瑛町

2016 ビ ㈲美瑛農産 松田　雅映 美瑛町

2018 ビ 美瑛町森林組合 谷　秀雄 美瑛町

2022 ビ 美瑛町高齢者事業団 小野寺　伯 美瑛町

2024 ビ 美瑛清掃㈱ 二井田　航 美瑛町

2026 ビ びえいからまつ協同組合 瀧田　勝彦 美瑛町

2029 ビ 美瑛川砂利砕石販売協業組合 古村　祐一 美瑛町

2034 ビ 美瑛自動車工業㈱ 植田　正和 美瑛町

2038 ビ ㈱美詠 荻原　誠 美瑛町

2042 ビ 美瑛町農業協同組合 熊谷　留夫 美瑛町

2048 ビ ㈱美瑛プロパンセンター 丸山　和裕 美瑛町

2051 ビ ㈲美瑛物産公社 瀧田　勝彦 美瑛町

2055 ビ ㈲ビースカイ 髙口　貴光 美瑛町

2227 ビ ㈱ビルテクノ 田中　稔 旭川市

2338 ビ ㈲ビーインフォー 北條　孝三 旭川市

2023 フ フクハラ建運㈱ 福原　福博 美瑛町

2101 フ ㈱富士通ゼネラル 斎藤　悦郎 神奈川県
北海道情報通信

ネットワーク営業部 八田　昭博 札幌市

2102 フ ㈱フレーベル館 飯田　聡彦 東京都 北海道支社 神野　政博 札幌市

2145 フ 富士通リース㈱ 近藤　芳樹 東京都 北海道支店 奥田　憲一 札幌市

2241 フ 富士フイルムメディカル㈱ 川原　芳博 東京都 北海道支社 葛城　巧二 札幌市

2290 フ フジ地中情報㈱ 深澤　貴 東京都 北海道支店 藤田　智 札幌市

2313 フ 富士電機㈱ 北澤　通宏 神奈川県 北海道支社 牧野　英忠 札幌市

2348 フ 富士ゼロックスシステムサービス㈱ 井上　あまね 東京都
公共事業本部
北海道支店

足立　孝之 札幌市

2355 フ 扶桑電通㈱ 有冨　英治 東京都 旭川営業所 吉永　泰久 旭川市
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2404 フ 富士コンクリート㈱ 岡田　佑一 旭川市

2405 フ ㈱富士計器 伊藤　正志 釧路市

2427 フ ㈱フィールドエクセル 田原　英直 旭川市

2433 フ ㈱フジマック 熊谷　光治 東京都 旭川営業所 前田　英巨 旭川市

2456 フ 富士ゼロックス北海道㈱ 成島　孝 札幌市 公共営業部 本間　友二 札幌市

2460 フ フクダライフテック北海道㈱ 小笠原　信義 札幌市

2466 フ フルテック㈱ 古野　重幸 札幌市 旭川支店 五十嵐　直樹 旭川市

2483 フ 富士産業㈱ 中村　勝彦 東京都

2488 フ ㈱フルキャスト 坂巻　一樹 東京都

2517 フ フジテック㈱ 内山　高一 滋賀県
北日本支社
北海道支店

向井　晴昭 札幌市

2060 フ 藤見鉄工所 藤見　清隆 美瑛町

2052 ブ Blue Pond 京屋　愛子 美瑛町

2522 ブ 文化シヤッターサービス㈱ 中島　省吾 東京都
北海道

サービス支店
森谷　忠 札幌市

2304 プ ㈱プリコム旭川 細木　俊明 旭川市

2438 ベ ㈱ベルックス 梶野　弘毅 札幌市 旭川営業所 森川　修 旭川市

2526 ベ ㈱ベネッセコーポレーション 小林　仁 岡山県 小中学校事業部 小柳　博崇 東京都

2003 ホ ㈱北海電材工事社 大滝　敏彦 美瑛町

2020 ホ （有）ホクトアグリサービス 石橋　俊光 美瑛町

2059 ホ ㈱北海道クボタ 渡邉　弥 札幌市 美瑛営業所 井口　裕樹 美瑛町

2131 ホ 北海道グローリー㈱ 村上　憲生 札幌市 旭川支店 佐藤　宣紀 旭川市

2138 ホ 北海道検査センター㈱ 茂田　貴範 札幌市

2147 ホ 北海道富士電機㈱ 佐藤　友則 札幌市

2150 ホ ㈱北斗 中野　晋 砂川市

2151 ホ 北海道重建機工㈱ 丹野　司 北広島市

2161 ホ 北海道日野自動車㈱ 清水　正夫 札幌市 旭川支店 荒谷　教世 旭川市

2167 ホ 北海航測㈱ 矢橋　潤一郎 札幌市

2171 ホ （財）北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 三浦　洋嗣 札幌市

2175 ホ 北海道三菱電機販売㈱ 荒木　久嗣 札幌市

2192 ホ ㈱北海道朝日航洋 大宮　達也 札幌市

2194 ホ ㈱北都測器 井上　英将 旭川市

2204 ホ 北電総合設計㈱ 古谷　惠一 札幌市

2221 ホ ホシザキ北海道㈱ 丸山　暁 札幌市 旭川南営業所 松永　翔太 旭川市

2236 ホ 北海道エコリサイクルシステムズ㈱ 黒川　秀昭 苫小牧市

2242 ホ 北海道川崎建機㈱ 丹野　司 北広島市 旭川支店 熊谷　伸哉 旭川市
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2260 ホ 北海アサノロックラー㈱ 山下　弘純 士別市

2265 ホ 北海道運搬機㈱ 今　優 札幌市 旭川営業所 黒田　良二 旭川市

2288 ホ 北海道温泉ポンプ㈱ 宮本　義則 札幌市

2299 ホ ㈱北海道放射線管理センター 山川　武 札幌市

2308 ホ ホッコウ資材㈱ 井川　智章 旭川市

2315 ホ 一般財団法人　北海道電気保安協会 富樫　泰治 札幌市

2321 ホ ㈱ほくやく 眞鍋　雅信 札幌市 旭川支店 長谷川　昌幸 旭川市

2323 ホ 北海産業㈱ 伊藤　光雄 苫小牧市 旭川営業所 野田　智 旭川市

2329 ホ 北海道地図㈱ 小林　毅一 旭川市 旭川支店 周藤　利通 旭川市

2337 ホ ㈱北辰 新田　惠二 岩見沢市

2350 ホ ㈱北海道システムエンジニアリング 荒木　孝一 帯広市

2366 ホ ㈱北海道山有 吉村　俊治 札幌市

2378 ホ ㈱北炭ゼネラルサービス 石塚　栄基 札幌市 環境センター 原　淳一 苫小牧市

2388 ホ 北海道リース㈱ 村上　則好 札幌市 旭川支店 石井　幸博 旭川市

2397 ホ 北海道映像記録㈱ 馬場　勉 札幌市

2407 ホ ㈱北海道日立システムズ 河田　淳一 札幌市

2410 ホ 北海電子工業㈱ 大江　清 旭川市

2415 ホ ㈱北海道ジーエス・ユアササービス 田中　伸幸 札幌市

2421 ホ 北進開発㈱ 中村　弘一 旭川市

2422 ホ 北海道いすゞ自動車㈱ 中村　孝則 札幌市 旭川支店 大場　昭彦 旭川市

2431 ホ 北海道総合通信網㈱ 古郡　宏章 札幌市

2434 ホ ㈱北海道二十一世紀総合研究所 迫田　敏高 札幌市

2449 ホ ㈱ホクカン 木村　進一 旭川市

2454 ホ 北海道和光純薬㈱ 横沢　龍朗 札幌市 旭川営業所 池田　寿人 旭川市

2455 ホ 北海道ドライケミカル㈱ 藤井　良孝 札幌市 旭川営業所 松井　仁 旭川市

2462 ホ 北海道オリオン㈱ 太田　哲郎 札幌市

2493 ホ ㈱北海道クオン 岡本　憲昭 札幌市

2503 ホ 北海道管材㈱ 小野澤　悟朗 札幌市

2509 ホ ㈱北海道モリタ 岩村　純一 札幌市

2512 ホ 北海道ロードメンテナンス㈱ 米野　孝之 札幌市

2537 ホ ㈱北雄プランニング 梅野　敏雄 旭川市

2539 ホ 北海美掃㈱ 木村　進一 旭川市

2006 マ マルサンタイヤ商会 遠藤　哲夫 美瑛町

2019 マ ㈱丸善建設 冨塚　幸一 美瑛町
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2027 マ ㈲マルイチ中村組 中村　宏 美瑛町

2028 マ 一般社団法人　満天の丘びばうし 村上　真美 美瑛町

2031 マ ㈱丸善商事 古村　祐一 美瑛町

2032 マ ㈱丸善運輸 古村　祐一 美瑛町

2156 マ ㈱前澤エンジニアリングサービス 絹笠　淳 埼玉県 北海道営業所 宇都宮　正 札幌市

2165 マ ㈱マルチテックス 宮澤　則泰 札幌市

2187 マ ㈱丸金金田自動車 金田　一宏 旭川市

2322 マ ㈱マルゼン 渡辺　恵一 東京都 旭川営業所 土野　友誉 旭川市

2412 マ ㈱マテック 杉山　博康 帯広市 砂川支店 伊藤　昭光 砂川市

2432 マ ㈱まるみ 久保田　健 札幌市

2004 ミ ㈲ミハマサービス 濱塚　力 美瑛町

2053 ミ 三野スポーツ 三野　雅司 美瑛町

2160 ミ ㈱光久大建興業 細畠　光廣 札幌市

2191 ミ 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 林　美克 東京都 北海道支社 徳永　俊太郎 札幌市

2202 ミ 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 畑辺　健 東京都
東日本本部
北海道支社

渡瀨　正樹 札幌市

2235 ミ 美和電気工業㈱ 山本　裕 東京都 北海道支社 安孫子　一広 札幌市

2300 ミ みずほ東芝リース㈱ 吉田　亨 東京都

2369 ミ 三谷コンピュータ㈱ 後　淳也 福井県

2372 ミ ㈲南川商店 南川　一郎 札幌市

2389 ミ ミドリ安全北海道㈱ 吉田　敦 札幌市 旭川営業所 大平　憲史 旭川市

2393 ミ 三菱ふそうトラック・バス㈱
ハートムット・

シック
神奈川県

北海道ふそう
旭川支店

鈴木　英雄 旭川市

2139 ム ㈱ムトウ 田尾　延幸 札幌市 旭川支店 山本　幸生 旭川市

2358 ム ㈱ムラカミ 村上　和輝 札幌市

2401 ム ㈱ムサシ 羽鳥　雅孝 東京都 札幌支店 古谷　剛文 札幌市

2498 ム ㈱無線放送設計事務所 川端　竜美 神奈川県 北海道支店 太田　雄耕 札幌市

2054 メ ㈱目黒電設 目黒　哲 美瑛町

2255 メ メディカルサプライ㈱ 矢野　有紀 旭川市

2396 メ ㈱メディセオ 長福　恭弘 東京都 旭川支店 加藤　友規 旭川市

2467 メ 合同会社　メディカル慶 慶伊　哲司 旭川市

2121 モ ㈱モロオ 師尾　忠和 札幌市 旭川第二営業所 常木　基隆 旭川市

2040 ヤ ㈱山上石油 山上　茂人 美瑛町

2184 ヤ ㈱八洲機電 押切　孝 札幌市

2252 ヤ ヤンマーアグリジャパン㈱ 渡辺　丈 大阪府 東神楽支店 藤本　雅史 東神楽町

2285 ヤ 八千代エンジニヤリング㈱ 出水 重光 東京都 北海道営業所 石川　義樹 札幌市
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2347 ヤ ㈱山田四郎松商店 山田　淳也 旭川市

2377 ヤ ㈱ヤマハミュージックリテイリング 押木　正人 東京都 旭川店 増村　光美 旭川市

2441 ヤ 大和産業㈱ 大和　正道 札幌市

2452 ヤ ㈱山城教材社 山城　晋一 旭川市

2464 ヤ 野外科学㈱ 高岡　伸一 札幌市

2481 ヤ 山﨑自動車㈱ 山崎　広志 札幌市

2543 ヤ ㈱八鍬組 米田　信一 旭川市

2128 ユ ユニオンデーターシステム㈱ 前澤　央所 札幌市 岸本　健一 札幌市

2148 ユ ㈱油設保全センター 大村　和彦 旭川市

2239 ユ ㈲悠人 愛場　淳裕 旭川市

2501 ユ ユー・システム㈱ 圖子　正夫 旭川市

2523 ユ ＵＤトラックス北海道㈱ 古舘　利幸 札幌市 旭川支店 五十嵐　敏昭 旭川市

2002 ヨ ㈲吉田電気 吉田　満 美瑛町

2428 ヨ ㈱吉岡経営センター 吉岡　高広 札幌市

2542 ヨ 横浜植木㈱ 伊藤　智司 神奈川県 北海道支店 喜多　伸行 札幌市

2178 ラ ㈱ライフサービス 藤岡　健吾 富良野市

2380 ラ ランドブレイン㈱ 吉武　祐一 東京都

2541 ラ ㈱ライズファクトリー 戸田　その子 東京都

2155 リ リーダース産業㈱ 千葉　卓司 旭川市

2251 リ リエスパワーネクスト㈱ 青木　博幸 東京都

2279 リ リコージャパン㈱ 坂主　智弘 東京都
販売事業本部　北海
道支社　道北営業部 大阪　秀樹 旭川市

2423 リ リコーリース㈱ 中村　徳晴 東京都 北海道支社 尾﨑　宗則 札幌市

2510 レ ㈱ＬＥＯＣ 田島　利行 東京都

2190 ロ ㈱ロードテクノ 川村　克典 北見市

2103 ワ ㈱渡辺組 渡辺　勇喜 遠軽町

2353 ワ ワタミエナジー㈱ 高橋　雅彦 東京都

2383 ワ ワタキューセイモア㈱ 村田　清和 京都府 北海道支店 小原　章宏 小樽市

2444 ワ ㈲ワーク旭川 品田　昌宏 旭川市

2515 ワ ＹＡ電気管理事務所 西野　秀夫 旭川市


