
令和３・４年度　足寄町競争入札参加資格者名簿（物品・役務の提供）

（令和3年4月16日現在　50音順）

番号 名 称 又 は 称 号 所　　　在　　　地

0421 アートシステム　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西２０条南６丁目３番２０

0358 アイ・ティ・エス　株式会社 北海道札幌市中央区北５条西１２丁目２番地

0396 株式会社　アイエス 北海道帯広市西１１条南３４丁目７番地１

0181 有限会社　相澤組 北海道足寄郡足寄町南６条６丁目５９番地

0236 愛知時計電機　株式会社　釧路営業所 北海道釧路市治水町６番１０号

0270 株式会社　ipnet 北海道札幌市豊平区平岸１条１３丁目４－１－２Ｆ

0298 株式会社　アクティブメディカル　帯広支店 北海道帯広市西５条南１６丁目９番地３

0197 有限会社　アサオカ 北海道足寄郡足寄町南４条５丁目２７番地

0184 浅野アタカ　株式会社　北日本支店 宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１番２０号

0251 株式会社　朝日 北海道帯広市西７条南５丁目２番地

0331 旭川計量機　株式会社　帯広支店 北海道帯広市東４条南１３丁目２番地２

0127 株式会社　朝日製作所 北海道北見市豊地６９番地４１

0128 アジア航測　株式会社　札幌営業所 北海道札幌市中央区宮の森２条１丁目７番２号　宮の森ＫＬビル

0067 株式会社　アシストワンエナジー 北海道札幌市中央区北４条西２丁目１番地１　カメイ札幌駅前ビル９階

0005 特定非営利活動法人　あしょろ観光協会 北海道足寄郡足寄町北１条１丁目３番地

0174 有限会社　足寄清掃 北海道足寄郡足寄町西町９丁目１番地の６６

0134 足寄タクシー　有限会社 北海道足寄郡足寄町南１条３丁目３番地

0086 足寄町森林組合 北海道足寄郡足寄町南５条５丁目１４番地

0207 足寄町農業協同組合 北海道足寄郡足寄町南３条１丁目１８番地

0131 アズビル金門　株式会社　釧路営業所 北海道釧路市暁町１２番３９号

0403 株式会社　アドプリント 北海道帯広市東３条南８丁目１７番地

0295 アビックラボ　株式会社 北海道札幌市中央区南４条西１３丁目１番２６号

0266 株式会社　アブカワ 北海道帯広市西１９条北２丁目１１番地１０

0346 有限会社　阿部通信システム 北海道帯広市西２２条南４丁目３３番地６

0420 株式会社　アルカディア 大阪府箕面市箕面６丁目３番１号

0035 ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 北海道札幌市北区北７条西４丁目３番地１

0309 株式会社　安全資材 北海道帯広市西２４条南２丁目２０番地１

0084 安全センター　株式会社 北海道札幌市中央区北８条西２６丁目３番３号

0059 ＥＹ新日本有限責任監査法人　札幌事務所 北海道札幌市中央区北１条西４丁目１番地２　Ｊ＆Ｓりそなビル

0208 株式会社　池下電設 北海道札幌市豊平区月寒東２条７丁目１４番１号

0204 池田建設工業　株式会社 北海道河西郡芽室町東芽室基線２番地２２

0171 いけだ清掃　株式会社 北海道中川郡池田町字清見２５８番地

0057 いすゞリーシングサービス株式会社　営業本部 東京都品川区南大井６丁目２２番７号

0110 株式会社　井関楽器　帯広支店 北海道帯広市西１７条南４丁目５１番１５号

0381 株式会社　ヰセキ北海道　本別営業所 北海道中川郡本別町共栄４７番地７

0291 有限会社　伊藤石油 北海道足寄郡足寄町中足寄１１６番地の１６

0199 株式会社　イビソク　札幌営業所 北海道札幌市中央区南４条西１３丁目１番３５号　３階

0276 有限会社　イワサ 北海道足寄郡足寄町南２条１丁目２２番地

0010 株式会社　ウィネット 北海道帯広市西９条南２７丁目１４番地１

0100 株式会社　ウィンクリン 北海道帯広市西２３条北４丁目６番地５

0442 株式会社　ウェルクル　札幌支店 北海道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８Ｆ

0147 株式会社　ウォーターエージェンシー　北海道管理所 北海道滝川市東町６丁目２１４番地１１

0284 株式会社　ウチダシステムズ　北海道支社 北海道帯広市西３条南１０丁目３２番地

0125 株式会社　内田洋行ITソリューションズ 北海道札幌市中央区北１条東４丁目１番地１　サッポロファクトリー１条館

0391 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 北海道帯広市西５条南５丁目４番地

0279 エア・ウォーター北海道　株式会社　帯広産業・医療営業所 北海道帯広市西５条南５丁目４番地

0427 株式会社　エイチ・アイ・ディ 北海道札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２

0322 株式会社　ＨＤＣ 北海道札幌市中央区南１条西１０丁目２番地　　南１条道銀ビル

0053 株式会社　ＨＢＡ 北海道札幌市中央区北４条西７丁目１番地８

0126 株式会社　エスアールエル 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号
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0362 株式会社　ＳＥウイングズ 北海道苫小牧市弁天５０４番地４

0021 エスエスコンサル　株式会社 北海道足寄郡足寄町南６条４丁目６２番地

0205 株式会社　エスクリーン 北海道広尾郡大樹町字下大樹１７６番地３９

0101 ＮＥＣキャピタルソリューション　株式会社 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地

0140 ＮＥＣネッツエスアイ　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地

0044 ＮＥＣフィールディング　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西３条南１０丁目３２番地

0179 エヌエス環境　株式会社　札幌支社 北海道札幌市中央区北１条西１６丁目１番地１２

0155 ＮＴＴ・ＴＣリース　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北１条西１０丁目１番地２１

0026 株式会社　ＮＴＴ東日本‐北海道 北海道札幌市中央区大通西１４丁目７番地

0136 株式会社　荏原製作所　北海道支社 北海道札幌市白石区本通１９丁目北１番地２５号

0252 株式会社　Ｍ・Ｉ・Ｃ 北海道苫小牧市新中野町３丁目１番１２号　　カワバタビル２Ｆ

0418 エム・エス・ケー農業機械　株式会社　十勝支社 北海道河西郡芽室町東芽室基線５番地３

0093 有限会社　エムエス電器商会 北海道足寄郡足寄町南２条１丁目２４番地

0092 有限会社　エムエス北海道 北海道中川郡幕別町札内桜町１２０番地１８

0312 株式会社　エルバ北海道 北海道帯広市西２３条北４丁目１番地２７

0203 大崎データテック　株式会社　釧路営業所 北海道釧路市末広町１０－１－６　サンエス釧路駅前ビル５階

0410 太田電機　株式会社 北海道帯広市西１８条北１丁目１７番地３３

0087 大槻理化学　株式会社　帯広営業部 北海道帯広市西１８条南１丁目２番地３５

0457 有限会社　大西自動車工業 北海道足寄郡足寄町郊南１丁目２３番地の９

0443 岡田建設　株式会社 北海道帯広市西１条南２９丁目１番地

0028 オカムラ商産　合同会社 北海道帯広市公園東町１丁目４番地４

0304 小川建設工業　株式会社　足寄営業所 北海道足寄郡足寄町芽登２１７４番地

0307 OKIクロステック　株式会社　支社統括本部　北海道支社 北海道札幌市中央区北１条東８丁目２番地１８号

0097 株式会社　奥原商会 北海道帯広市西２０条北１丁目３番３０号

0121 株式会社　帯広旭楽器商会 北海道帯広市西７条南１７丁目１１番地７

0314 帯広管材　株式会社 北海道河東郡音更町木野大通り西２丁目３番地

0404 株式会社　帯広公害防止技術センタ－ 北海道帯広市東８条南３丁目１番地

0234 帯広トヨペット　株式会社 北海道帯広市大通南６丁目１７番地

0431 帯広日産自動車　株式会社　本別店 北海道中川郡本別町南４丁目１２１

0244 帯広扶桑物産　株式会社 北海道帯広市東４条南３丁目４番地

0012 帯広三菱自動車販売　株式会社 北海道帯広市大通南２３丁目１１番地

0220 帯広ヤクルト販売　株式会社 北海道帯広市西７条南５丁目２番地

0120 株式会社　帯広臨床検査センター 北海道帯広市東２条南１７丁目７番地

0166 カーメンテナンス森 北海道足寄郡足寄町郊南１丁目１２番地４１

0133 株式会社　会議録センター　北海道支社 北海道札幌市北区北８条西６丁目２番地　新和ビル

0175 加藤エナジ　株式会社 北海道足寄郡足寄町南４条１丁目１５番地１

0190 株式会社　加藤家具店 北海道帯広市西２条南４丁目１９番地３

0411 株式会社　かとう看板工業 北海道帯広市東７条南１０丁目７番地２

0132 株式会社　カナモト　本別営業所 北海道中川郡本別町南４丁目１７１番地１

0249 株式会社　河合楽器製作所　帯広店 北海道帯広市西１９条南３丁目４‐１２　レインボーヴィレッジ内２階

0345 株式会社　かわがらす 北海道札幌市中央区北１条東２丁目５－２

0158 有限会社　川村写真館 北海道足寄郡足寄町南２条１丁目２２番地

0413 カンエイ実業　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市東９条南７丁目２番地

0206 株式会社　カンキョウ 北海道上川郡新得町字新得東１線３２番地８

0440 株式会社　かんきょう 北海道河西郡芽室町西１条南３丁目２番地１２

0255 株式会社　環境科学研究所 北海道函館市西桔梗町２８番地の１

0186 環境クリエイト　株式会社 北海道札幌市東区北２０条東２丁目２番３２号

0300 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所 東京都中央区日本橋小舟町９番３号　日本橋相互ビル５０５号室

0077 株式会社　北川鉄工所 滋賀県彦根市鳥居本町１２５８番地

0037 株式会社　北口電器商会 北海道帯広市西２４条北２丁目５番５２
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0002 北沢産業　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西４条南２８丁目２－５

0434 北原通信　株式会社 北海道帯広市東９条南１４丁目２番地

0319 キャノンメディカルシステムズ　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西１６条南１丁目１８番５号　オフィスフリーダム１６１

0145 キャノンメディカルファイナンス　株式会社 東京都中央区日本橋人形町２丁目１４番１０号

0399 株式会社　キャンサースキャン 東京都品川区西五反田１丁目３番８号

0383 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 北海道札幌市中央区北５条西６－２－２　札幌センタービル４階

0359 株式会社　共成レンテム　本別営業所 北海道中川郡本別町南４丁目１１８－１６

0253 共和化工　株式会社　札幌支店 北海道札幌市中央区北２条東２丁目１番１７号

0275 極東開発工業　株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６丁目１番４５号

0083 極東サービスエンジニアリング北海道　株式会社 北海道札幌市中央区北３条東１２丁目９９番地６

0152 株式会社　キロコ電気 北海道帯広市新町西９丁目２番地

0460 株式会社　ＫＯＯ 北海道小樽市若松２丁目５番１４号

0370 久保呉服店 北海道足寄郡足寄町南１条３丁目９

0082 クボタ機工　株式会社　北海道営業所 北海道札幌市中央区北３条西３丁目１番地５４

0112 株式会社　クラーク総合通商 北海道千歳市本町１丁目１番地１

0261 有限会社　クリーン・ケアシステム 北海道帯広市西１６条南５丁目３８番地４

0246 クリーン開発　株式会社 北海道帯広市西２３条北１丁目１番１６号

0317 株式会社　栗林商会　帯広支店 北海道帯広市西８条南６丁目４番地

0030 株式会社　建設技術研究所　北海道支社 北海道札幌市中央区北３条西３丁目１－６　札幌小暮ビル

0415 交通警備　株式会社 北海道帯広市東１条南２３丁目８番地

0023 株式会社　光南車輌 北海道足寄郡足寄町郊南１丁目６番地７

0287 国土情報開発　株式会社 東京都世田谷区池尻２丁目７番３号

0118 五建工業　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市東１条南２６丁目１０番１号

0200 有限会社　後藤組 北海道足寄郡足寄町北５条１丁目２番地

0325 株式会社　コトブキ　札幌支店 北海道札幌市中央区大通東２丁目３番地　第３６桂和ビル

0316 小林クリエイト　株式会社　札幌営業所 北海道札幌市中央区大通９丁目１番１号

0032 有限会社　小林畳内装店 北海道足寄郡足寄町南５条１丁目１５番地

0341 株式会社　小林舞台システム 北海道恵庭市戸磯７６番地２６

0379 コマツ道東　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西２４条北１丁目３番４号

0091 コマツレンタル道東　株式会社 北海道帯広市西２４条北１丁目３番４号

0052 有限会社　コミヤマ 北海道足寄郡足寄町南２条２丁目１２番地

0214 サージミヤワキ　株式会社 東京都品川区東五反田１丁目１９番２号

0020 斉藤井出建設　株式会社 北海道足寄郡足寄町南６条４丁目６２番地

0459 有限会社　斉藤観光 北海道足寄郡足寄町南７条１丁目４６番地

0108 有限会社　坂井商店 北海道足寄郡足寄町南３条１丁目１１番地

0176 榊原組 北海道足寄郡足寄町南６条４丁目４４番地

0225 坂本工建　株式会社 北海道河東郡音更町南鈴蘭南２丁目４番地

0371 有限会社　サクライ 北海道足寄郡足寄町南５条１丁目１番地

0242 有限会社　佐々木金物店 北海道足寄郡足寄町南７条１丁目４８番地

0061 佐々木産業　有限会社 北海道紋別郡遠軽町福路２丁目５番地２５

0256 株式会社　札幌会議録センター 北海道札幌市中央区北３条西２丁目　カミヤマビル

0141 札幌施設管理　株式会社 北海道札幌市白石区南郷通１４丁目北３番３７号

0039 札幌水材　株式会社 北海道札幌市中央区北１０条西２０丁目２番３号

0031 株式会社　札幌ニット 北海道札幌市白石区本郷通４丁目２番９号

0254 札幌北営　株式会社 北海道札幌市西区八軒４条西４丁目４番６号

0348 有限会社　佐藤建設 北海道足寄郡足寄町西町６丁目１番地３

0318 株式会社　サニクリーン北海道　帯広営業所 北海道帯広市西１７条南３丁目３７－３

0202 佐野産業　株式会社 北海道足寄郡足寄町北６条１丁目３９番地

0075 株式会社　サポートシステム 北海道釧路市駒場町３番７号

0180 有限会社　サンコーメディカルセンター 北海道帯広市公園東町４丁目４番地１
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0135 株式会社　サンコー緑化　十勝営業所 北海道帯広市東３条南２５丁目６番地

0428 株式会社　サン高千穂 北海道札幌市白石区本通１６丁目北１番２０号

0105 サンテクノ　株式会社 北海道帯広市西２３条北２丁目１７番地８

0056 株式会社　三宝商会 北海道釧路市堀川町７番３５号

0009 有限会社　サンポウ物流 北海道苫小牧市表町１丁目４番５号

0401 三和薬品　株式会社 北海道釧路市駒場町１３番１２号

0183 株式会社　ＧＩＳ北海道 北海道札幌市中央区南７条西１丁目７３番地

0349 株式会社　ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

0156 システムサービス　株式会社 北海道札幌市白石区菊水９条３丁目２番３１号

0060 有限会社　システムハウスクリエイト 北海道帯広市西２３条南４丁目３５番地１７

0262 システムバンク　株式会社 北海道札幌市中央区大通西８丁目２番地

0390 信濃化学工業　株式会社 長野県長野市桐原１丁目２－１２

0025 渋谷醸造　株式会社 北海道中川郡本別町共栄１４番地３

0218 島津メディカルシステムズ　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北９条西１５丁目２８番地１９６

0394 株式会社　シミズシステム＆サービス 北海道釧路市新富士町５丁目３番２８号

0395 社会福祉法人　足寄町社会福祉協議会 北海道足寄郡足寄町南６条２丁目７番地

0452 株式会社　常光　帯広営業所 北海道帯広市東３条南１０丁目１番１

0079 昇寿チャート　株式会社　札幌支店 北海道札幌市中央区北８条西１８丁目１番地７

0373 有限会社　白沢文栄堂 北海道足寄郡足寄町南５条１丁目１８番地

0240 株式会社　白石工業 北海道札幌市白石区平和通１５丁目北８－２０

0019 新栄クリエイト　株式会社 北海道札幌市中央区北１２条西１５丁目４番１号

0123 株式会社　シン技術コンサル　帯広支店 北海道帯広市東１条南９丁目１２番地２

0311 シンコースポーツ北海道　株式会社 北海道札幌市中央区北２条西１丁目１０番地

0347 株式会社　新生堂 北海道帯広市西２条南１１丁目１

0018 新日本工業　株式会社 北海道札幌市中央区南１条西１１丁目３２７－８

0241 新明和アクアテクサービス　株式会社　北海道センター 北海道札幌市西区二十四軒１条７‐２－３９

0233 シンレキ工業　株式会社　北海道事業所 北海道岩見沢市栗沢町由良２４４番１８号

0169 水ｉｎｇＡＭ　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号

0146 水ｉｎｇエンジニアリング　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北７条西１５丁目２８番１１号

0344 有限会社　スギヤマ 北海道足寄郡足寄町北２条４丁目２４番地

0098 株式会社　杉山商会 北海道帯広市西９条南１４丁目３番地１

0426 株式会社　ズコーシャ 北海道帯広市西１８条北１丁目１７番地

0217 株式会社　鈴木商会　十勝事業所 北海道河西郡芽室町東芽室北１線８番地１

0258 株式会社　スズケン　帯広支店 北海道帯広市東１条南１９丁目１１番地

0248 鈴蘭ビルサービス　株式会社 北海道河東郡音更町南鈴蘭南２丁目４番地

0063 株式会社　セキュメント　帯広事業所 北海道帯広市南の森西８丁目７番２４号

0090 セコム　株式会社 東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号

0328 セノー　株式会社　札幌支店 北海道札幌市豊平区豊平２条８丁目１－３０

0430 株式会社　セラビ 北海道札幌市東区本町１条９丁目２番４号

0187 総合商研㈱ 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目４－４８

0182 株式会社　総合防災 北海道帯広市西１１条南２丁目３番地

0046 相合縫製　株式会社 北海道札幌市白石区本通１０丁目南７番９号

0045 有限会社　惣田種苗園 北海道幌泉郡えりも町字目黒１６０番地

0130 株式会社　創和　札幌支社 北海道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

0405 ソーゴー印刷　株式会社 北海道帯広市西１６条北１丁目２５番地２１

0356 株式会社　曽我 北海道帯広市西１５条南２８丁目１－８

0273 株式会社　外田組 北海道足寄郡足寄町西町８丁目１番地の１２

0294 ソリマチ　株式会社 新潟県長岡市表町１丁目４番地２４

0143 株式会社　第一岸本臨床検査センター 北海道札幌市東区伏古７条３丁目５番１０号

0232 第一法規　株式会社 東京都港区南青山２丁目１１番１７号
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0229 有限会社　ダイコウ商産 北海道足寄郡足寄町西町４丁目１番地２０

0340 田井自動車工業　株式会社 北海道札幌市東区北丘珠５条４丁目３番１号

0454 大新東　株式会社 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３

0263 大同出版紙業　株式会社 北海道帯広市西７条南６丁目２番地

0106 太平洋建設工業　株式会社　帯広支店 北海道帯広市愛国町南８線６番地

0122 太平洋設備　株式会社 北海道釧路市春採５丁目１６番１７号

0285 大丸　株式会社　道東支店 北海道帯広市西１９条南１丁目４番地２２

0375 タイヤハウストータス 北海道足寄郡足寄町南１条４丁目６番地

0115 太陽興産　株式会社 北海道北見市西三輪７丁目７０９番地８

0449 大和リ－ス　株式会社　札幌支店 北海道札幌市東区北４２条東１７丁目６番１２号

0223 株式会社　高木美装 北海道中川郡幕別町札内西町９１番地４

0374 髙橋企画　株式会社 北海道足寄郡足寄町下愛冠４丁目３７番地４

0435 有限会社　髙橋ボイラー設備工業 北海道帯広市西１６条南３２丁目１０番地３

0049 株式会社　竹山　帯広支店 北海道帯広市西１７条北１丁目３９番地２

0043 株式会社　田代楽器 北海道帯広市西２０条南５丁目２２番７号

0071 たたみの宮崎 北海道河東郡音更町木野大通東８丁目９番地５

0008 株式会社　田中工業 北海道小樽市奥沢３丁目３０番９号

0024 有限会社　タナベ 北海道帯広市西２３条北４丁目１番地２

0085 田辺商事　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２０条南１丁目１４番地４９

0231 タニコー　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市大通南１８丁目１１番地

0173 中央コンピューターサービス　株式会社　十勝営業所 北海道帯広市西３条南９丁目２３番地　帯広経済センタービル　西館３階　

0212 株式会社　通電技術 北海道札幌市白石区平和通２丁目北１１番２０号

0264 株式会社ツムラ札幌 北海道札幌市白石区平和通１０丁目北１１番７号

0144 株式会社　ディーソル　北海道営業所 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目１番１０号　札幌市エレクトロニクスセンター３０６

0160 株式会社　帝国データバンク　帯広支店 北海道帯広市大通南９丁目４　帯広大通ビル４階

0161 株式会社　ＤＩＳＰＯ. 北海道帯広市西２０条北４丁目２番地

0299 株式会社　ティワイネット 北海道帯広市東二条南２５丁目１１番地１

0272 株式会社　データ 北海道札幌市北区北７条西５丁目８番５号

0257 株式会社　データ管理 北海道帯広市西１２条北５丁目４番地４９

0157 株式会社　データベース 北海道札幌市北区北７条西５丁目８番５号

0065 株式会社　データホライゾン 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

0222 株式会社　テクノス北海道 北海道旭川市忠和４条７丁目４番１０号

0409 東亜リース　株式会社　帯広営業所 北海道河西郡芽室町東芽室基線１０

0050 東京センチュリー　株式会社 東京都千代田区神田練塀町３番地

0364 株式会社　道銀地域総合研究所 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地

0245 東西化学産業　株式会社　札幌営業所 北海道札幌市中央区北５条西５丁目２番１２

0321 東芝インフラシステムズ　株式会社　北海道支社 北海道札幌市西区琴似４条２丁目１番２号

0226 株式会社　登寿ホールディングス 北海道帯広市大通南７丁目３番地

0066 道東エア・ウォーター　株式会社　足寄サービスセンター 北海道足寄郡足寄町郊南１丁目１７番地２

0330 株式会社　道東オーテック 北海道帯広市西１２条南１２丁目４番地

0116 有限会社　道東環境 北海道中川郡幕別町札内共栄町１７５番地の６

0192 有限会社　道東警備美装社 北海道足寄郡足寄町下愛冠１丁目１０番地の８

0334 道東農研　株式会社 北海道帯広市東１０条南９丁目１番地６

0104 道東舗道　株式会社 北海道足寄郡足寄町郊南１丁目１２番地１

0004 東邦薬品　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２３条南３丁目２７番地５

0382 東洋株式会社 北海道帯広市西１０条南９丁目７番地

0198 東洋計器　株式会社　札幌支店 北海道札幌市中央区大通西７丁目２－２

0072 株式会社　東洋実業　帯広営業所 北海道帯広市西６条南６丁目３番地

0269 株式会社　東洋食品 東京都台東区東上野１丁目１４番地４

0142 東洋通工　株式会社 北海道帯広市西１５条南１０丁目１番地３３
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0301 東洋ロードメンテナンス　株式会社 北海道札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号

0365 東和Ｅ＆Ｃ　株式会社 北海道札幌市東区北４１条東８丁目２番２５号

0238 トォータルフーズ　株式会社 北海道帯広市西１７条南５丁目２番地

0170 株式会社　十勝建材工業 北海道足寄郡足寄町南６条１丁目２６番地

0441 十勝事務機販売　株式会社 北海道帯広市西１９条南１丁目４番地２０

0011 とかちスズキ　株式会社 北海道帯広市大通南２３丁目１０番地

0378 とかちペレット協同組合 北海道足寄郡足寄町鷲府３５３番地の６

0297 株式会社　十勝毎日新聞社 北海道帯広市東１条南８丁目２

0327 トッパン・フォームズ　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市大通南９丁目４

0446 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部　北海道事業部 北海道札幌市西区２４軒４条１丁目１番３０号

0439 トヨタカローラ帯広　株式会社　本別店 北海道中川郡本別町南４丁目２番地

0336 株式会社　トヨタレンタリース帯広 北海道帯広市東３条南１０丁目５番地１

0073 内外化学製品　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西１２条南１７丁目２番地１　ＤＩＧ　Ｗ－１

0109 株式会社　中島自工 北海道帯広市西２０条北１丁目３番３２号

0114 株式会社　中西製作所　北海道支店 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目２番２８号

0354 株式会社　ナガワ　帯広営業所 北海道河東郡音更町字音更西２線１７－１

0195 ナブコシステム　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西４条南２８丁目２番地５

0423 ナラサキ産業　株式会社　北海道支社 北海道札幌市中央区北１条西７丁目１番地

0193 ナンバ薬品　株式会社 北海道帯広市東１条南９丁目１９番地

0338 株式会社 二二商会 北海道札幌市手稲区曙１条２丁目２番３７号

0162 株式会社　にいぬま 北海道足寄郡足寄町北１条３丁目１３番地

0040 株式会社　ニサカ 北海道旭川市８条通９丁目左６号

0455 有限会社　にしだ 北海道足寄郡足寄町南２条４丁目２０　ワインハイツ２４

0209 株式会社　ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台２丁目９番地

0360 株式会社　ＮＩＣＨＩＪＯ 北海道札幌市手稲区曙５条５丁目１番１０号

0417 ニチレキ　株式会社　釧路営業所 北海道白糠郡白糠町工業団地１丁目２－１

0289 日清医療食品　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北３条西４丁目１－１　日本生命札幌ビル２０階

0129 株式会社　日水コン　北海道支所 北海道札幌市中央区北３条西１丁目１番地　サンメモリア

0138 日通商事　株式会社　札幌支店 北海道札幌市中央区北３条西１６丁目１番地９

0433 株式会社　ニットメンテナンス 北海道札幌市白石区南郷通４丁目北４番２０号

0296 有限会社　日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢２９９６番地２

0267 日本衛生　株式会社　道東支店 北海道帯広市東７条南５丁目２８番地

0350 日本オーチス・エレベータ　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北３条西１丁目１番地１

0288 一般社団法人　日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町１－１０　保健会館新館

0310 日本キャタピラー　合同会社　帯広営業所 北海道帯広市西１９条北１丁目３番５号

0022 株式会社　日本経営情報システム 北海道札幌市豊平区平岸２条５丁目２番１４号　第５平岸グランドビル６０１号

0081 日本調理機　株式会社　北海道支店 北海道札幌市豊平区美園２条６丁目３番１４号

0436 日本電気　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西３条南１０丁目３２番地

0302 日本ビズアップ　株式会社 東京都港区東新橋１丁目５番２号

0419 株式会社　日本防災技術センター　帯広営業所 北海道帯広市白樺１６条東２０丁目１０番地

0351 日本マーキング　株式会社 北海道札幌市手稲区西宮の沢２条２丁目２番３０号

0286 株式会社　ネイビーズ・クリエイション 北海道札幌市中央区大通東７丁目１８番地２

0172 Ｎｅｘｔ‐ｉ　株式会社　札幌オフィス 北海道札幌市中央区北４条西４丁目１－７　ММＳ札幌駅前ビル１階

0003 熱原帯広　株式会社　足寄中央営業所 北海道足寄郡足寄町南４条１丁目１

0337 株式会社　ノヴェロ　帯広支社 北海道帯広市西７条南２２丁目８番地

0376 ノースアジャスト　株式会社 北海道帯広市西２２条南４丁目３５番地

0416 株式会社　ノースディライト 北海道河西郡芽室町南３線２８番地２

0210 野村興産　株式会社　札幌営業所 北海道札幌市中央区北２条東１丁目２番地

0326 パークプランニング　株式会社 北海道中川郡幕別町札内みずほ町１４３番地１１３

0277 有限会社　パーソン 北海道帯広市東４条南１７丁目１９
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0315 株式会社　ＨＡＲＰ 北海道札幌市中央区北１条西６丁目１番地２

0224 バイオマスリサーチ　株式会社 北海道帯広市東２条南４丁目１０番地

0271 パソコンランド　株式会社 北海道帯広市東２条南１９丁目１６番地

0078 パナソニックＬＳエンジニアリング　株式会社　北海道・東北支店 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目１番２５号

0366 パナソニックシステムソリューションズジャパン　株式会社　北海道営業所 北海道札幌市豊平区月寒中央通１１丁目７番４０号

0397 PFU北海道　株式会社 北海道札幌市中央区北３条西２丁目１０番地２

0450 株式会社　ビー・エム・エル　帯広営業所 北海道帯広市西１９条北１丁目１番１３号

0153 東日本電信電話　株式会社 北海道札幌市中央区大通西１４丁目７番地

0239 東北海道いすゞ自動車　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西２０条北１丁目３番２号

0320 東北海道日野自動車　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西１９条北１丁目７番６号

0080 光安全　株式会社 北海道北見市常盤町２丁目１番１８号

0250 菱中産業　株式会社 北海道帯広市西２４条北１丁目３番２８号

0076 日立キャピタル　株式会社 東京都港区西新橋１丁目３番１号

0389 日立建機日本　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西２０条北１丁目３番２２号

0268 株式会社　日立ビルシステム　北海道支社 北海道札幌市中央区北３条西４丁目１番地１

0260 株式会社　美唄未来開発センター 北海道美唄市字茶志内７２６番２

0453 ひまわり産業　株式会社　足寄営業所 北海道足寄郡足寄町南２条５丁目５番地

0196 株式会社　百亭工芸社 北海道足寄郡足寄町南５条１丁目７番地

0339 株式会社　ヒューネス 北海道札幌市北区北１３条西４丁目１番２８号　塚本ビル２Ｆ

0163 株式会社　ファームはました 北海道足寄郡足寄町稲牛１３番地５

0388 株式会社　フィリップス・ジャパン 東京都港区南２丁目１３番３７号　フィリップスビル

0406 株式会社　富士計器 北海道釧路市星ヶ浦大通４丁目５番５１号

0292 株式会社　富士興 北海道中川郡本別町南１丁目６番地３

0167 富士産業　株式会社 東京都港区新橋５丁目３２番７号

0164 富士ゼロックス北海道　株式会社 北海道札幌市中央区大通西６丁目１番地

0027 フジ地中情報　株式会社　北海道支店 北海道札幌市白石区菊水元町２条３丁目４番１８号

0445 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 北海道札幌市中央区北７条西１３丁目９－１

0094 富士通リース　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北２条西４丁目１番地

0194 フジテック　株式会社　北日本支社北海道支店 北海道札幌市中央区大通西８丁目　朝日生命札幌大通ビル

0074 富士電機　株式会社　北海道支社 北海道札幌市中央区北１条東２丁目５－２

0408 富士フィ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 北海道札幌市中央区大通西６丁目１番地

0306 フジ防災　株式会社 北海道帯広市東１３条南４丁目５番地

0095 株式会社　フジマック　帯広営業所 北海道帯広市白樺１６条東２０丁目１０番地　サンライズビル１階

0034 株式会社　藤丸 北海道帯広市西２条南８丁目１番地

0230 藤原工業　株式会社 北海道中川郡幕別町旭町９１番地

0111 扶桑電通　株式会社　北海道支店 北海道札幌市中央区北１条東１丁目６番５

0047 株式会社　不動産評価コンサルタント 北海道帯広市西６条南１４丁目２番地

0215 フルテック　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市白樺１６条西２０丁目７番地

0387 株式会社　フレーベル館　北海道支社 北海道札幌市西区二十四軒４条１丁目１番３０号　トッパン札幌ビル

0437 株式会社　プロコム北海道 北海道帯広市西５条南９丁目２番地１５　タチノセンタービル５階

0068 株式会社　フロンティア・サイエンス　帯広支店 北海道帯広市西１２条北４丁目１－２６

0211 株式会社　ベネフィット 北海道帯広市西３条南３２丁目２４番２２号

0432 株式会社　ポータス 北海道釧路市鳥取南５丁目１２番５号

0451 株式会社　北給販 北海道札幌市東区本町１条１０丁目３番２０号

0088 株式会社　ホクカイ 北海道北見市美山町東２丁目６８番地５６

0400 北勝ビル管財　株式会社 北海道河東郡音更町南鈴蘭北３丁目６番地７

0221 北設　株式会社　音更事務所 北海道河東郡音更町緑陽台仲区１番地１３

0355 北東通信　株式会社 北海道札幌市北区新琴似１２条１２丁目３番２０号

0042 株式会社　北土開発 北海道河西郡芽室町東６条１０丁目１番１

0033 株式会社　北都測器　帯広営業所 北海道帯広市西１４条北２丁目２番４０号
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0001 北都物産　株式会社　足寄事業所 北海道足寄郡足寄町南６条７丁目２７番地

0342 株式会社　ほくやく　帯広支店 北海道帯広市西１１条北４丁目１番地６

0016 株式会社　北洋防災工業所 北海道帯広市西１７条北２丁目１９番５号

0089 ホシザキ北海道　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市大通南２７丁目１５番地２

0062 北海航測　株式会社 北海道札幌市中央区北３条西１７丁目２番地３６

0185 株式会社　北海道朝日航洋　釧路支店 北海道釧路市北大通１１丁目１番２号

0333 北海道運搬機　株式会社　帯広支店 北海道河西郡芽室町東芽室基線７番２６号

0150 株式会社　北海道エコシス 北海道帯広市西２４条北４丁目５番地の４

0247 北海道エコリサイクルシステムズ　株式会社 北海道苫小牧市字柏原６番２６９

0177 北海道オリオン　株式会社 北海道札幌市白石区本通１８丁目北３番６６号

0017 北海道温泉ポンプ　株式会社 北海道札幌市豊平区福住１条８丁目５番４号

0422 北海道川崎建機　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西２２条北１丁目２番２８号

0424 北海道管材　株式会社 北海道札幌市北区新川４条４丁目１番４０号

0216 株式会社　北海道クボタ　足寄営業所 北海道足寄郡足寄町郊南１丁目１２番地８

0036 北海道クリーン・システム　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西２条南１２丁目４　エスタ帯広東館１階

0265 株式会社　北海道山有 北海道札幌市清田区北野６条１丁目５番１号

0444 株式会社　北海道システムエンジニアリング 北海道帯広市公園東町３丁目３番地７

0029 北海道重建機工　株式会社 北海道北広島市大曲中央１丁目２番地６

0425 北海道消防機材　株式会社 北海道札幌市中央区北５条西２０丁目２番３号

0438 北海道総合通信網　株式会社 北海道札幌市中央区北１条東２丁目５番３

0178 北海道地図　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西２条南１１丁目１番２　清水ビル

0014 一般財団法人　北海道電気保安協会 北海道札幌市西区発寒６条１２丁目６番１１号

0283 北海道道路保全　株式会社 北海道帯広市西２３条北１丁目１番１６号

0099 北海道ドライケミカル　株式会社 北海道札幌市白石区東札幌２条１丁目５番５号

0335 株式会社　北海道二十一世紀総合研究所 北海道札幌市中央区大通西３丁目１１番地

0363 北海道日興通信　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西３条南１０丁目

0213 株式会社　北海道日立システムズ 北海道札幌市中央区大通西３丁目１１番地

0041 北海道富士電機　株式会社 北海道札幌市中央区大通東７丁目１２番９

0402 株式会社　北海道放射線管理センター 北海道札幌市北区北２２条西９丁目１番１号

0117 北海道三菱電機販売　株式会社 北海道札幌市東区北２４条東２丁目５番１５号

0353 株式会社　北海道モリタ 北海道札幌市東区苗穂町１３丁目２番１７号

0159 北海道リース　株式会社　帯広支店 北海道帯広市西３条南９丁目２番地

0308 北海道ロードメンテナンス　株式会社 北海道札幌市中央区北１条東１２丁目２２番地

0305 有限会社　北海陸運 北海道中川郡本別町上本別１０番地３

0293 北協石油　株式会社　足寄営業所 北海道足寄郡足寄町旭町４丁目４８番地

0447 有限会社　ボディーショップクニイ 北海道足寄郡足寄町西町９丁目１番地の２

0151 本別印刷　株式会社 北海道中川郡本別町北２丁目３番地１５

0148 株式会社　前澤エンジニアリングサービス　北海道営業所 北海道札幌市中央区南２条西６丁目１７番地

0332 松尾建設工業　株式会社 北海道釧路市芦野２丁目１９番７号

0015 株式会社　まつみ商会 北海道帯広市東１条南２０丁目１４番地

0064 株式会社　松村電気製作所　札幌営業所 北海道札幌市中央区南３条西３丁目８番１号　エテルノビル

0191 株式会社　マテック 北海道帯広市西２１条北１丁目３番２０号

0054 マテリアル環境ソリューション　株式会社 北海道恵庭市島松仲町１丁目２‐３

0361 株式会社　真鍋庭園緑化 北海道帯広市稲田町東２線６番地

0107 有限会社　マニザキ 北海道足寄郡足寄町南１条２丁目３番地

0237 有限会社　丸香 北海道帯広市西１７条南５丁目６９番地５

0343 丸越　株式会社 北海道帯広市西４条南１０丁目２７番地

0352 丸三商事　株式会社 北海道札幌市中央区南１条西１２丁目３２２番地

0274 マルショウ技研　株式会社 北海道足寄郡足寄町西町８丁目１番地の１２

0139 株式会社　マルゼン　帯広営業所 北海道帯広市西３条南１７丁目１番地１　ミキコーポ１Ｆ
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0386 マルハチ軽金属　株式会社 北海道帯広市西２１条北１丁目３番２０号

0385 マルハチ清掃　株式会社 北海道帯広市西２１条北１丁目３番２０号

0329 丸山事務機 北海道帯広市西１８条南４丁目２２－８

0372 株式会社　マルヨ産業 北海道足寄郡足寄町北２条３丁目７番地

0282 三谷コンピュータ　株式会社 福井県坂井市丸岡町熊堂第３号７番地１－１３

0259 三友化学　株式会社 北海道北見市豊地１番地２

0458 三菱ＨＣキャピタル　株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号

0137 三菱電機ビルテクノサービス　株式会社　北海道支社 北海道札幌市中央区北３条西４丁目１－１

0367 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 北海道札幌市中央区北２条東１２丁目９８番地４２

0227 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 北海道帯広市西１９条北１丁目１番１０号

0324 三ッ輪共和コンクリート　株式会社 北海道阿寒郡鶴居村字幌呂３４２番地１０

0323 三ッ輪ベンタス　株式会社 北海道釧路市鳥取南５丁目１２番５号

0407 ミドリ安全北海道　株式会社　帯広営業所 北海道帯広市西１０条南２８丁目７番１号　ベルズハイツ１Ｆ

0313 有限会社　南川商店 北海道札幌市中央区南８条西２丁目５番地１８

0165 有限会社　南田商店 北海道足寄郡足寄町旭町２丁目８番地

0377 宮口産業　株式会社 北海道足寄郡足寄町鷲府３５３番地の６

0219 有限会社　ミヤケ時計店 北海道足寄郡足寄町南１条２丁目６番地

0384 宮本機械　株式会社 北海道帯広市西２条南５丁目３番地

0055 株式会社　宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２番３号

0149 株式会社　ミライト　北海道支店 北海道札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号　札幌流通倉庫東ビル

0290 株式会社　ムサシ　札幌支店 北海道札幌市北区北１２条西３丁目１番１５号

0201 有限会社　むとう 北海道足寄郡足寄町南３条３丁目７番地

0119 株式会社　ムトウ　帯広支店 北海道帯広市西３条南１６丁目１８番２号

0113 有限会社　ムトウ自動車 北海道足寄郡足寄町南３条４丁目２

0414 株式会社　ムラカミ 北海道札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３６号

0357 有限会社　村上澄好商店 北海道足寄郡足寄町南１条２丁目１６番地

0051 明和工業　株式会社　北海道営業所 北海道江別市弥生町２１番地１３

0096 株式会社　メディセオ　道東支店 北海道帯広市西５条南２７丁目１－９

0154 有限会社　芽登自動車 北海道足寄郡足寄町芽登本町１６３番地１

0048 株式会社　メルプ 北海道釧路市豊川町１０番２号

0038 有限会社　メンテック 北海道河東郡音更町中鈴蘭南６丁目４番地１１

0448 有限会社　モリイデンキ 北海道足寄郡足寄町西町５丁目２番地６３

0281 株式会社　モロオ　帯広営業所 北海道帯広市大通南２２丁目４番地

0058 野外科学　株式会社 北海道札幌市東区苗穂町１２丁目２番３９号

0393 ヤスダリネンサプライ　株式会社 北海道広尾郡大樹町下大樹１９９番地３

0103 山田機械工業　株式会社 北海道帯広市西２４条南１丁目４番地２

0412 大和産業　株式会社 北海道札幌市北区東茨戸１条１丁目３番２８番地

0228 株式会社　ヤマト商会 北海道帯広市東１０条南７丁目１番地１５

0007 山本電子工業　株式会社 北海道網走市駒場南７丁目５番１１号

0380 株式会社　ヤマモト　北海道支店 静岡県富士宮市山宮２３４４番地

0189 ヤンマーエネルギーシステム　株式会社　札幌支店 北海道厚別区厚別東４条４丁目８番１号

0278 ＵＤトラックス道東　株式会社 北海道帯広市西２１条北１丁目３番１２号

0006 ユニオンデーターシステム　株式会社 北海道札幌市白石区本郷通１３丁目南５番９号

0368 湯山家具建具製作所 北海道足寄郡足寄町南７条２丁目１０番地

0303 株式会社　吉岡経営センター 北海道札幌市中央区北６条西２４丁目１番３０

0456 有限会社　吉川自動車商会 北海道足寄郡足寄町北２条２丁目

0280 株式会社　ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋２丁目１番４号　日東九段ビル６階

0235 リーダース産業　株式会社 北海道旭川市近文町１６丁目２７８５番地の２

0070 リエスパワーネクスト　株式会社 東京都豊島区東池袋４丁目２１番１号

0102 有限会社　陸別公清社 北海道足寄郡陸別町字陸別原野基線３２７番地２６

9 / 10 ページ



令和３・４年度　足寄町競争入札参加資格者名簿（物品・役務の提供）

（令和3年4月16日現在　50音順）

番号 名 称 又 は 称 号 所　　　在　　　地

0069 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 北海道札幌市北区北７条西２丁目８番地１

0392 リコーリース　株式会社　北海道支社 北海道札幌市中央区北２条西１丁目１番地

0188 ㈱LEOC 東京都千代田区大手町１丁目１番３号

0013 ＹＳヤマショウ　株式会社　足寄営業所 北海道足寄郡足寄町南６条１丁目２２番地

0243 株式会社　ワイドバンドコンピュータ 北海道帯広市西１６条南６丁目３０番２３号

0124 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 北海道小樽市新光５丁目１３番３号

0168 ワタミエナジー　株式会社 東京都大田区羽田１丁目１番３号

0398 有限会社　ワラガイ商会 北海道足寄郡足寄町南４条１丁目２０番地

0429 有限会社　ワン・エックス 北海道帯広市西５条北４丁目１番地３
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