
指名願受付簿８　　(清掃・警備・その他)
番号 会    　　　　　社　　　　　    名 住　　　　　　　　　所

1 株式会社　ぎょうせい　北海道支社 札幌市

2 株式会社　エイチ・ビー・シー・フレックス 札幌市

3 株式会社　札幌ニット 札幌市

4 株式会社　堀川清掃 長万部町

5 函館熱水機器管理　株式会社 函館市

6 樺電工業　株式会社 函館市

7 日本衛生　株式会社 札幌市

8 株式会社　オービーディー 札幌市

9 クマリフト 株式会社　札幌営業所 札幌市

10 ＥＹ新日本有限責任監査法人　札幌事務所 札幌市

11 株式会社　クラーク総合通商 千歳市

12 株式会社　ニサカ 旭川市

13 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 札幌市

14 ユニオンデーターシステム　株式会社 札幌市

15 株式会社　東洋食品 東京都台東区

16 株式会社　会議録センター　北海道支社 札幌市

17 株式会社　ＪＥＣＣ 東京都千代田区

18 株式会社　椿谷商会 函館市

19 株式会社　データホライゾン 広島県広島市

20 Ｎｅｘｔ－ｉ株式会社　札幌オフィス 札幌市

21 有限会社　サンポウ物流 苫小牧市

22 ジェイアクア　株式会社 札幌市

23 大倉電気　株式会社 函館市

24 株式会社　昭和空調サービス 函館市

25 株式会社　江東微生物研究所　弘前営業所 青森県弘前市

26 北海道エコリサイクルシステムズ　株式会社 苫小牧市

27 株式会社　ＴＡＩＳＨＩ 札幌市

28 一般財団法人　北海道電気保安協会 札幌市

29 札幌施設管理　株式会社 札幌市

30 クボタ機工　株式会社　北海道営業所 札幌市

31 株式会社　データ管理 帯広市

32 株式会社　ぎじろくセンター　東京営業所 東京都中央区

33 株式会社　Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 苫小牧市

34 株式会社　図書館流通センター 東京都文京区

35 バイオマスリサーチ 株式会社 帯広市

36 株式会社　松村電機製作所　札幌営業所 札幌市

37 株式会社　ベルックス 札幌市

38 テスコ　株式会社 東京都千代田区

39 鈴蘭ビルサービス株式会社　函館営業所 函館市

40 株式会社　内田洋行ＩＴソリューションズ 札幌市

41 株式会社　北海道山有 札幌市

42 有限会社　東ハイヤー せたな町

43 株式会社　創和　札幌支社 札幌市

44 愛知時計電機　株式会社　札幌支店 札幌市

45 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 札幌市

46 株式会社　ニチイ学館 東京都千代田区

47 日清医療食品株式会社　北海道支店 札幌市

48 株式会社　アルカディア 大阪府箕面市

49 株式会社　第一岸本臨床検査センター 札幌市

50 バイザー　株式会社 名古屋市

51 システムバンク  株式会社 札幌市

52 札幌臨床検査センター　株式会社　道南営業所 函館市

53 株式会社　ＧＩＳ北海道　函館支店 函館市

54 株式会社　日本経営情報システム 札幌市

55 株式会社　日総 札幌市

56 株式会社　ホンマファシリティーズ 函館市

57 北海航測　株式会社 札幌市

58 株式会社　通電技術 札幌市

59 函館インフォメーション・ネットワーク　株式会社 函館市

60 大和産業　株式会社 札幌市

61 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 札幌市

62 株式会社　Ｍ・Ｉ・Ｃ 苫小牧市

システム開発、機器運用保守点検

保守・点検業務（地下タンク等定期点検）

給食業務

警備業務・清掃業務

システム開発、情報処理

電気保守、システム開発

情報処理業務

国保介護委託、ソフト作成等

臨床検査業務、食品・衛生環境検査・分析、健康指導、廃棄物運搬・処理

電算業務

医療に関する臨床検査および公衆衛生に関する各種検査の受託代行

システム開発、システム保守、データ入力、画像処理、HP作成

電算業務

火葬炉残骨灰処理業務

情報システム、水道監視装置、緊急通報システム、自動検針システム

電気機器等並びに通信機器の保守点検業務等

医療事務・介護・人材派遣・保育・介護用品リース、販売業務委託

病院給食委託業務

インターネットサービス

清掃業務、保守管理、点検・整備・保全

施設管理業務、設備管理業務、建物等清掃業務

清掃、ボイラー運転・保守点検、消防設備点検、受付・案内

電算処理業務

機械設備保守、廃棄物処理

運送業、旅行業

上水道施設管理、多目的広場運営管理

速記業務、電算業務

ソフトウェア・情報処理、労働者派遣

電算業務、図書関連コンサルタント

バイオマス関係業務

舞台照明保守

水質検査・ダイオキシン検査・放射能検査・土壌検査・食品検査・検便検査

産業廃棄物処理業務、古物商

調査・研究・広告・宣伝

電気設備、防火設備

上水道関係

ポンプ設備保守点検

調査分析、情報処理

調査分析及び計画策定

残骨灰回収業務

上水道漏水調査

消防設備点検、電気設備点検

ボイラー整備・保守点検

電気設備等の保守サービス

保守点検業務

情報処理業務

給食調理業務

議会会議録調製

情報処理・提供サービス

水質分析、計量証明、温泉分析、放射能物質測定

検査・証明業務、簡易専用水道検査、衛生害虫駆除、清掃他

地下タンク漏洩検査及び清掃、貯水槽清掃、産業廃棄物収集運搬

昇降機保守点検

業種

調査研究、情報処理、法令コンサル、催事企画、講師派遣、編集デザイン、映像・音響制作、会議録

映像・音響制作等、広告代理業

公園遊具等保守点検

下水道・暗渠側溝清掃、道路路面清掃、収集運搬業務

新地方公会計・地方公営企業会計対応コンサルティング

火葬場残骨灰処理業務

プール等循環浄化装置保守、温浴施設等レジオネラ菌対策配管洗浄業務、体育施設の運営管理業務

消防設備設備点検（自動火災報知設備、消火栓設備他）



指名願受付簿８　　(清掃・警備・その他)
番号 会    　　　　　社　　　　　    名 住　　　　　　　　　所 業種

63 株式会社　エスアールエル 東京都新宿区

64 株式会社　エイチ・アイ・ディ 札幌市

65 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

66 株式会社　トーショウビルサービス 函館市

67 株式会社　ケイビ 函館市

68 株式会社　日水コン　北海道支所 札幌市

69 株式会社　オーレンス 別海町

70 今金道路維持協同組合 今金町

71 エヌエス環境　株式会社　函館営業所 函館市

72 株式会社　エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区

73 株式会社　アース技研 函館市

74 株式会社　キャンサースキャン 東京都品川区

75 中央コンピューターサービス　株式会社　札幌支社 札幌市

76 環境クリエイト　株式会社 札幌市

77 今金町森林組合 今金町

78 名美興業　株式会社 函館市

79 株式会社　シン技術コンサル 札幌市

80 株式会社　環境科学研究所 函館市

81 株式会社　エスエスイー　札幌事務所 札幌市

82 第一法規　株式会社 東京都港区

83 函館環境衛生　株式会社 函館市

84 株式会社　小林舞台システム 恵庭市

85 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　北海道社　北海道営業所 札幌市

86 株式会社　ＨＤＣ 札幌市

87 株式会社　生和 札幌市

88 株式会社　エム・エム・ピー 札幌市

89 株式会社　テクノラボ 札幌市

90 ホクビサービス　株式会社　 札幌市

91 三和防災　株式会社 函館市

92 株式会社　ニットメンテナンス 札幌市

93 株式会社　データベース 札幌市

94 セコム　株式会社　 東京都渋谷区

消防設備保守点検業務

公園遊具保守管理

上下水道、廃棄物処理業務外

警備業務、位置情報提供サービス

システム開発保守

電子計算機による計算業務の受託、ソフトウェア開発

給食調理業務の管理及び請負

給食調理業務の管理及び請負

ソフトウェア開発

清掃、設備保守、警備

電算処理業務、調査・分析、埋蔵文化財発掘調査、派遣業務

環境測定、飲料水水質検査、清掃点検

システム開発、保守、ホームエージ作成

デジタル商品開発、地域政策調査

各種清掃

舞台吊物設備保守点検

ばい煙測定、浄化槽保守点検、その他測定業務

特定健診・がん検診受診勧奨およびデータ分析業務

電算処理業務

環境調査・分析

森林経営全般

清掃管理、警備業務

警備業務・清掃業務・消防設備保守点検・人材派遣

環境測定、電算機関係、広告・企画、管理

ホームページ作成、システム開発、無線調査設計、操作指導

除雪排雪、道路維持

計量証明、特定計量証明、作業環境、水質検査

情報処理・電算業務

臨床検査

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

建築設備保守

総合管理・警備・ボイラー等



指名願受付簿８　　(清掃・警備・その他)
番号 会    　　　　　社　　　　　    名 住　　　　　　　　　所 業種

95 日本管財　株式会社　北海道支店 札幌市

96 北海道総合通信網　株式会社 札幌市

97 株式会社　景澤不動産鑑定事務所 函館市

98 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 小樽市

99 浅野アタカ　株式会社　北日本支店 宮城県仙台市

100 共和化工　株式会社　札幌支店 札幌市

101 株式会社　西武建設運輸 函館市

102 樫山スノーテック　株式会社 長野県佐久市

103 文化シヤッターサービス　株式会社　北海道サービス支店 札幌市

104 株式会社　馬場本商店 函館市

105 有限会社　中川清掃社 江差町

106 フジ地中情報　株式会社　北海道支店 札幌市

107 富士ゼロックス北海道　株式会社 札幌市

108 株式会社　道南防災 せたな町

109 有限会社　西部メンテナンス せたな町

110 大和リース　株式会社　札幌支店 札幌市

111 株式会社　セラビ 札幌市

112 株式会社　ムサシ　札幌支店 札幌市

113 日本電気株式会社　函館支店 函館市

114 三谷コンピュータ　株式会社 福井県坂井市

115 株式会社　わざげん 札幌市

116 富士産業　株式会社 東京都港区

117 共立管財　株式会社　北海道支社 函館市

118 株式会社　吉岡経営センター 札幌市

119 株式会社　トラスト技研 札幌市

120 太平ビルサービス　株式会社　函館営業所 函館市

121 株式会社　コーノ 函館市

122 フルテック　株式会社　函館営業所 函館市

123 キャリアバンク　株式会社 札幌市

124 株式会社　ニトリパブリック 札幌市

125 北興通信　株式会社 函館市

126 株式会社　北海道クオン 札幌市

127 株式会社　ＬＥＯＣ 東京都千代田区

128 株式会社　トマウェーブ 苫小牧市

129 株式会社　ウェルクル　札幌支店 札幌市

130 有限会社 総合メンテナンス 函館市

131 株式会社　アクトシステムズ 札幌市

132 アトラス情報サービス　株式会社　北海道事業所 札幌市

133 株式会社　西原環境　北海道支店 札幌市

134 富士電機ＩＴソリューション　株式会社　北海道支店 札幌市

135 株式会社　イビソク　札幌営業所 札幌市

136 ヤマト防災電気通信　株式会社 七飯町

137 有限会社　慶信クリーンサービス　今金支店 今金町

138 三機環境サービス株式会社　北海道営業所 札幌市

139 北部檜山環境衛生有限会社 今金町

140 有限会社　ヤスニシ商会 今金町

141 株式会社　マーケティングセンター 東京都豊島区

142 有限会社　東京インテリア・クラフト 東京都豊島区

143 ＯＫＩクロステック　株式会社　支社統括本部　北海道支社 札幌市

144 株式会社　鈴木商会　森事業所 森町

145 株式会社　東洋実業　函館営業所 函館市

146 協和総合管理　株式会社　函館営業所 函館市

147 富士ゼロックスシステムサービス　株式会社　公共事業本部　北海道支店 札幌市

148 有限会社　ササキ総合管理サービス 今金町

上下水道維持管理、保守点検

情報サービス業

埋蔵文化財関連業務、システム開発データ入力

消防設備保守

浄化槽清掃、保守点検、廃棄物処理

運転維持管理業務

給食業務

鉄・非鉄金属引取

各種調査、システム開発関連

文化財業務

産業廃棄物収集運搬処理

特定健診業務・健康管理システム

各種清掃業務

情報システム開発

電算業務、人材派遣

各種清掃、維持管理

空調設備保守点検

自動ドア、分煙機保守点検

ストレスチェック業務、外

広告、イベント企画

消防設備点検、電気設備点検

水道施設設備修繕

清掃、設備保守

給食業務

清掃、ビル総合管理、設備保守管理、労働者派遣

業務委託

埋蔵文化財関連業務

清掃、設備保守管理、警備業務、消防設備点検

清掃業務、警備業務

調査業務

データ処理、パソコン廃棄

情報処理サービス、人材派遣

電算業務

システム開発、保守

設備保守

古物・廃棄物等の回収

清掃、保守、点検

施設維持管理業務、電算処理業務

事務機器保守業務

各種点検業務

不動産鑑定評価

建物管理、清掃管理

運転維持管理業務

水処理プラント維持管理業務

産業廃棄物

保守点検、コンサル

建物管理、清掃管理

電気通信

清掃、警備、消防設備点検

電算関連業務、窓口業務委託

建造物清掃・管理・警備

電話交換設備保守点検

産業廃棄物処理

清掃業務、設備保守管理、警備等


