
(清掃・警備・その他)
番号 会    　　　　　社　　　　　    名 住　　　所

1 函館熱水機器管理　株式会社 函館市 備品、設備の保守

2 建物検査事務所 函館市 保安消防機器、電気設備保守

3 株式会社　小林舞台システム 恵庭市 舞台機器保守

4 富士電機ＩＴソリューション　株式会社　北海道支店 札幌市 コンピュータ周辺機器の保守点検・修理、情報システム開発等

5 三洋技研工業　株式会社 札幌市 清掃業務、警備業務・サービス業務

6 沖電気工業　株式会社　北海道支社 札幌市 消防通信設備保守、電気通信設備保守、ｼｽﾃﾑ開発保守

7 株式会社　クラーク総合通商 千歳市 廃棄物処理

8 (一財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 札幌市 水質分析、計量証明、温泉分析、放射性物質測定

9 北陽警備保障　株式会社 札幌市 警備業務

10 日本衛生　株式会社 札幌市 検査・照明業務、簡易専用水道検査、衛生害虫駆除、清掃他

11 株式会社　ＪＥＣＣ 東京都 ＩＤＣを活用したアウトソーイング・クラウドシステム

12 株式会社　ぎじろくセンター 東京都 速記業務、電算業務

13 株式会社　内田洋行ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 札幌市 電算処理業務

14 株式会社　エイチ・アイ・ディ 札幌市 システム開発、受託計算、一括受託処理、派遣、コンサルティング

15 共立管財　株式会社　北海道支社 函館市 清掃、ビル総合管理、設備保守管理、給食業務、労働者派遣、警備等

16 北海道日興通信　株式会社 札幌市 ソフトウェア開発設計、保守

17 北海道総合通信網　株式会社 札幌市 通信

18 税理士法人　さくら総合会計 札幌市 財務書類の作成

19 株式会社　オーレンス 野付郡別海町

20 北海道富士電機　株式会社 札幌市 保守点検・システム開発

21 北海自動車運送　株式会社 北斗市 産業廃棄物等輸送

22 株式会社　東洋食品 東京都 給食調理

23 株式会社　アース技研 函館市 ばい煙測定、浄化槽保守点検、その他測定業務

24 一般財団法人　北海道電気保安安全協会 札幌市 保安業務、技術業務

25 北海道エコリサイクルシステムズ　株式会社 苫小牧市 産業廃棄物処分・収集運搬・不用品買受（水道メーター等）

26 富士産業　株式会社 東京都 給食業務

27 株式会社　第一岸本臨床検査センター 札幌市 臨床検査業務、食品・衛生環境検査・分析、廃棄物運搬・処理等

28 株式会社　吉岡経営センター 札幌市 新公会計制度財務書類作成・固定資産台帳整備

29 株式会社　椿谷商会 函館市 消防設備設備点検（自動火災報知設備、消火栓設備他）

30 株式会社　日本経営情報システム 札幌市 電算業務

31 株式会社昭和空調サービス 函館市 冷暖房給湯設備、ボイラー等の整備、修理、保守点検

32 樺電工業　株式会社 函館市 消防用設備関係業務

33 株式会社　オービーディー 札幌市 地下タンク・屋外タンク及び室内タンク検査清掃等

34 株式会社　ＧＩＳ北海道　函館支店 函館市 情報処理サービス

35 株式会社　亀田清掃 函館市 道路清掃業務

36 システムバンク  株式会社 札幌市 電算業務

37 株式会社　データ管理 帯広市 上水道施設管理、多目的広場運営管理

38 有限会社　ホンマ交通警備 函館市 警備業務、清掃業務

39 株式会社　亀田清掃 函館市 道路清掃業務

40 協業組合　公清企業 札幌市 計量証明、道路清掃、管渠清掃、産業廃棄物他

41 株式会社　会議録センター　北海道支社 札幌市 会議録調整等

42 北興通信　株式会社 函館市 消防施設保守、防火管理等

43 ジェイアクア　株式会社 札幌市 上水道漏水調査

44 株式会社　Ｍ・Ｉ・Ｃ 苫小牧市 保守・点検業務（地下タンク等定期点検）

45 大倉電気　株式会社 函館市 消防設備・電気設備点検他

46 株式会社　大正オーディット　札幌支店 札幌市 診療報酬明細書内容点検等

47 大和産業　株式会社 札幌市 国保、介護保険業務委託

48 株式会社　保健科学研究所 横浜市 臨床検査

49 有限会社　ササキ総合管理サービス 瀬棚郡今金町 建造物清掃・管理・警備

50 株式会社　鈴木商会 札幌市 産業廃棄物処理

51 株式会社　ニチイ学館 東京都 医療事務・介護・人材派遣・保育・介護用品リース等

52 株式会社　エム・エム・ピー 札幌市 給食業務

53 株式会社　生和 札幌市 給食業務

54 環境クリエイト　株式会社 札幌市 計量証明事業、作業環境測定機関

55 函館環境衛生　株式会社 函館市 道路清掃、下水道管清掃

業 種

ホームページ制作、ソフトウェア・システム開発、無線電波調査設計等



(清掃・警備・その他)
番号 会    　　　　　社　　　　　    名 住　　　所 業 種

56 有限会社　中川清掃社 檜山郡江差町 貯水槽清掃、ボイラー保守点検

57 有限会社　サンポウ物流 苫小牧市 火葬場の残骨灰の処理

58 今金道路維持協同組合 瀬棚郡今金町 除雪、排雪、道路維持

59 有限会社　東ハイヤー 久遠郡せたな町 運送業、旅行業

60 株式会社　道南防災 久遠郡せたな町 消防設備・防火・危険物施設点検

61 株式会社　ニサカ 旭川市 プール、温泉施設保守点検、殺菌洗浄

62 株式会社　データベース 札幌市 水道し尿処理廃棄物処理の運転管理

63 株式会社　堀川清掃 山越郡長万部町 道路清掃

64 株式会社　シン技術コンサル 札幌市 電算処理業務、環境測定・水質検査、埋蔵文化財発掘調査等

65 株式会社　通電技術 札幌市 電気保守管理、システム開発等

66 ﾕﾆｵﾝﾃﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　株式会社 札幌市 情報処理業務

67 株式会社　ＮＴＴ東日本-北海道 札幌市

68 北海道三菱電機販売　株式会社 札幌市 電気設備、通信設備保守点検、修繕

69 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 札幌市 調査研究、各記念行事の企画・運営、情報処理サービス等

70 株式会社　ＨＤＣ 札幌市 電子計算機による計算業務の受託、ソフトウェア開発

71 株式会社　セラビ 札幌市 ＯＡ機器のデータ消去業務

72 株式会社　ＴＫＣ 栃木県 ｼｽﾃﾑ開発、電算処理

73 日本管財　株式会社　北海道支店 札幌市 建物管理、清掃、警備、衛生

74 株式会社　景澤不動産鑑定事務所 函館市 不動産鑑定評価業務

75 株式会社　馬場本商店 函館市 古物・廃棄物等の回収

76 北部檜山環境衛生　有限会社 瀬棚郡今金町 各種清掃、維持管理業務

77 名美興業　株式会社 函館市 清掃管理、設備運転管理、警備業務

78 エヌエス環境　株式会社　函館営業所 函館市 貯水槽清掃・昆虫防除・空気環境測定

79 三和防災　株式会社 函館市 消防施設保守点検等

80 有限会社　西部メンテナンス 久遠郡せたな町 清掃業務、警備業務、ボイラー管理

81 株式会社　ビオフレックス 檜山郡江差町 空調設備設置、保守

82 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ　ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ　北海道社 札幌市 システム開発保守

83 富士ゼロックス北海道　株式会社 札幌市 事務用機器保守業務

84 富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ　株式会社　営業本部　公共システム営業事業部　北海道支店 札幌市 電算関連業務等

85 日清医療食品株式会社　北海道支店 札幌市 病院給食業務

86 新日本有限責任監査法人 札幌市 会計関係委託業務全般

87 株式会社　日総 札幌市 給食調理業務管理

88 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 小樽市 警備業務、清掃業務

89 中央コンピューターサービス　株式会社　札幌支社 札幌市 電算処理業務

90 セコム　株式会社　 東京都 警備業務（機械警備業務）

91 凸版印刷　株式会社　東日本事業本部　北海道事業部 札幌市 情報処理、複写業務

92 合資会社　永豊商店 瀬棚郡今金町 建築物清掃業

93 株式会社　ケイビ 函館市 警備、建物清掃、人材派遣、消防設備保守点検

94 株式会社　図書館流通センター 東京都 電算業務、図書関連コンサルタント

95 リコージャパン　株式会社　北海道支社　公共営業部 札幌市 システム開発、機器運用保守点検

96 函館インフォメーション・ネットワーク　株式会社 函館市 情報処理業務

97 株式会社　創和　札幌支社 札幌市 火葬炉残骨灰処理業務

98 有限会社　東京インテリア・クラフト 東京都 博物館等文化施設業務全般

99 技販工業　株式会社 札幌市 プール上屋シート、プールろ過設備

100 札幌施設管理株式会社 札幌市 水道関連

101 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ　株式会社　北海道支社 札幌市 建築設備保守

102 有限会社 総合メンテナンス 函館市 清掃管理業務

103 株式会社　エスエスイー　札幌事務所 札幌市 コンピュータシステム開発関連

104 クマリフト 株式会社　札幌営業所 札幌市 昇降機保守点検業務

105 北海道ロードメンテナンス　株式会社 札幌市 道路清掃、管渠清掃、管路内調査

106 株式会社　西武建設運輸 函館市 産業廃棄物処理

107 株式会社　トラスト技研 札幌市 埋蔵文化財発掘補助業務、　情報処理サービス

108 株式会社　環境科学研究所 函館市 環境測定、飲料水水質検査、清掃点検

109 テスコ　株式会社 東京都 施設管理業務、設備管理業務

110 東洋ロードメンテナンス　株式会社 札幌市 調査、清掃



(清掃・警備・その他)
番号 会    　　　　　社　　　　　    名 住　　　所 業 種

111 太平ビルサービス　株式会社　函館営業所 函館市清掃、設備保守、警備業務、消防設備点検

112 浅野環境ソリューション　株式会社　北海道営業所 札幌市 運転・維持管理業務

113 第一法規　株式会社 東京都 デジタル商品開発、地域政策調査

114 株式会社　トマウェーブ 苫小牧市 産業廃棄物処理、収集・運搬業務

115 太平洋セメント　株式会社　北海道支店 札幌市 一般・産業廃棄物処理、汚泥処理

116 三機環境サービス株式会社　北海道営業所 札幌市 上下水道処理施設維持管理業務

117 共和化工　株式会社　札幌支店 札幌市 保守点検業務

118 株式会社　エヌ・ティ・ティ・データ 東京都 情報処理委、電算業務

119 日本電気株式会社 東京都 電算業務

120 株式会社　北海道クオン 札幌市 水道施設設備修繕

121 株式会社　エスアールエル 東京都 臨床検査受託業務

122 京セラコミュニケーションシステム　株式会社 京都市 システム開発、図書管理

123 株式会社　コーノ 函館市 空調設備保守点検業務

124 バイオマスリサーチ 株式会社 帯広市 バイオマス関連業務委託

125 株式会社　アクトシステムズ 札幌市 情報システム開発

126 株式会社　日本防災技術センター　函館営業所 函館市 消防用設備保守点検

127 有限会社　慶信クリーンサービス　今金支店 瀬棚郡今金町 浄化槽関係、産業廃棄物収集運搬

128 株式会社　ＬＥＯＣ 東京都 給食調理委託

129 株式会社　行政システム研究所 札幌市 情報システム開発

130 株式会社　ＴＴＮコーポレーション 兵庫県伊丹市 観光施設指定管理

131 株式会社　イビソク　札幌営業所 札幌市 埋蔵文化財発掘調査、システム開発

132 キャリアバンク　株式会社 札幌市 ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ、人材派遣事業全般、各種研修事業等

133 フルテック　株式会社 札幌市 設備等保守管理業務

134 フジテック　株式会社　北日本支社　北海道支店 札幌市 昇降機設備保守、部品納入

135 株式会社　共立メンテナンス 東京都 寮経営、ホテル等経営、介護保険法関連事業

136 株式会社　西原環境　北海道支店 札幌市 上下水道施設維持管理、浄化槽・水処理機器保守点検

137 キョーツー　株式会社 函館市 貨物自動車運送業務、産業廃棄物収集運搬業

138 株式会社　東洋実業　函館営業所 函館市 清掃業務

139

以上

#### 現在


