
（市町村別・五⼗⾳順）
No. 認定法⼈名 市区町村 業種
1 勇建設株式会社 札幌市 建設業
2 株式会社オープンソース 札幌市 その他
3 オリンポス債権回収　株式会社 札幌市 ⾦融業
4 主治医のような社会保険労務⼠法⼈ 札幌市 専⾨・技術サービス業
5 株式会社セイショウ 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）
6 株式会社北海道朝⽇航洋 札幌市 専⾨・技術サービス業
7 株式会社近藤商会 函館市 卸売業
8 株式会社エイブル保険事務所 旭川市 保険業
9 株式会社⽚桐紙器 旭川市 製造業
10 極東警備保障株式会社 旭川市 サービス業（他に分類されないもの）
11 株式会社美警 釧路市 サービス業（他に分類されないもの）
12 北王コンサルタント株式会社 帯広市 専⾨・技術サービス業
13 北⾒商⼯会議所 北⾒市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
14 株式会社トッキュウ 岩⾒沢市 運輸業
15 株式会社トッキュウ・ロジ 岩⾒沢市 運輸業
16 松浦建設株式会社 岩⾒沢市 建設業
17 株式会社早　⽔　組 網⾛市 建設業
18 不⼆建設株式会社 滝川市 建設業
19 恵庭建設株式会社 恵庭市 建設業

※中⼩規模法⼈部⾨の中で上位500社を通称「ブライト500」として認定しています。

（市町村別・五⼗⾳順）
No. 認定法⼈名 市区町村 業種
1 アートシステム株式会社 札幌市 情報通信業
2 株式会社アーバンクリアサポート 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）
3 株式会社ｉフォースラボ 札幌市 情報通信業
4 ＡＵＲＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ株式会社 札幌市 建設業
5 株式会社アットマークテクノ 札幌市 製造業
6 株式会社イーエス総合研究所 札幌市 その他
7 株式会社⽯⼭組 札幌市 建設業
8 株式会社今井建設⼯業所 札幌市 建設業
9 Ｈ・Ｃ・Ｄ株式会社 札幌市 建設業
10 株式会社ＡＫ Ｃｏｍｐａｎｙ 札幌市 運輸業

健康経営優良法⼈２０２１（中⼩規模法⼈部⾨（ブライト500））認定法⼈⼀覧

健康経営優良法⼈２０２１（中⼩規模法⼈部⾨）認定法⼈⼀覧



No. 認定法⼈名 市区町村 業種
11 株式会社SOM 札幌市 飲⾷サービス業
12 エスポワール不動産株式会社 札幌市 不動産業
13 株式会社ＮＴＴファシリティーズ北海道 札幌市 建設業
14 株式会社エルムデータ 札幌市 製造業
15 株式会社オストジャパングループ 札幌市 ⼩売業
16 開発産業　株式会社 札幌市 建設業
17 株式会社カキプロ 札幌市 保険業
18 株式会社クリーンアップ 札幌市 建設業
19 ケイズサウンド株式会社 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）
20 株式会社⽞⽶酵素 札幌市 卸売業
21 株式会社コクサク 札幌市 建設業
22 株式会社越⼭建築設計事務所 札幌市 専⾨・技術サービス業
23 税理⼠法⼈　⻫藤税務会計事務所 札幌市 専⾨・技術サービス業
24 札幌建設運送株式会社 札幌市 建設業
25 公益財団法⼈　札幌市中⼩企業共済センター 札幌市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
26 札幌マテリアル株式会社 札幌市 卸売業
27 システムバンク株式会社 札幌市 情報通信業
28 株式会社四宮造園 札幌市 建設業
29 しらいトランク・サポート株式会社 札幌市 運輸業
30 神童商事株式会社 札幌市 保険業
31 株式会社新和 札幌市 娯楽業
32 株式会社新和ホールディングス 札幌市 不動産業
33 ⼤真エンジニアリング株式会社 札幌市 建設業
34 ⼤同舗道　株式会社 札幌市 建設業
35 株式会社⽥中組 札幌市 建設業
36 株式会社ディーボ 札幌市 情報通信業
37 有限会社ティーライフ 札幌市 保険業
38 株式会社東京海上⽇動パートナーズ北海道 札幌市 保険業
39 道路⼯業株式会社 札幌市 建設業
40 トヨタエルアンドエフ札幌株式会社 札幌市 卸売業
41 株式会社トライバルユニット 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）
42 株式会社トラスト技研 札幌市 専⾨・技術サービス業
43 株式会社中⼭組 札幌市 建設業
44 ⽇本防⽔総業　株式会社 札幌市 建設業
45 橋本電気⼯事株式会社 札幌市 建設業
46 株式会社花井組 札幌市 建設業
47 株式会社林⾃⼯ 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）
48 P・R・O⾏政書⼠法⼈ 札幌市 専⾨・技術サービス業
49 株式会社BWORKS 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）



No. 認定法⼈名 市区町村 業種
50 東札幌⽇通輸送株式会社 札幌市 運輸業
51 東⽇本⾃動⾞タイヤ株式会社 札幌市 卸売業
52 株式会社ＦＯＲＴＨＩＮＫ 札幌市 情報通信業
53 株式会社フクリ企画サービス 札幌市 ⼩売業
54 フュージョン株式会社 札幌市 情報通信業
55 株式会社PLUS 札幌市 情報通信業
56 有限会社ふれあい保険⼯房 札幌市 保険業
57 プロテック株式会社 札幌市 情報通信業
58 株式会社平成道路 札幌市 建設業
59 株式会社ベストウェイ 札幌市 保険業
60 株式会社北栄電気通信 札幌市 建設業
61 株式会社北央情報サービス 札幌市 情報通信業
62 株式会社北創 札幌市 建設業
63 北電総合設計株式会社 札幌市 専⾨・技術サービス業
64 株式会社北雄産業 札幌市 建設業
65 北海道医療健康保険組合 札幌市 医療法⼈、社会福祉法⼈、健康保険組合等保険者

66 北海道銀⾏健康保険組合 札幌市 医療法⼈、社会福祉法⼈、健康保険組合等保険者

67 北海道三祐株式会社 札幌市 建設業
68 北海道建物株式会社 札幌市 不動産業
69 社会保険労務⼠法⼈北海道賃⾦労務研究所 札幌市 専⾨・技術サービス業
70 北海道通運業健康保険組合 札幌市 公法⼈、特殊法⼈（地⽅公共団体、独⽴⾏政法⼈、公共組合、公団、公社、事業団等）

71 北海道電⼒健康保険組合 札幌市 公法⼈、特殊法⼈（地⽅公共団体、独⽴⾏政法⼈、公共組合、公団、公社、事業団等）

72 北海道トナミ運輸株式会社 札幌市 運輸業
73 北海道農業団体健康保険組合 札幌市 医療法⼈、社会福祉法⼈、健康保険組合等保険者

74 株式会社北海道⽇⽴ 札幌市 建設業
75 北海道フーズ輸送株式会社 札幌市 運輸業
76 北海道ロード運輸株式会社 札幌市 運輸業
77 株式会社北海道ロードサービス 札幌市 建設業
78 北海道和光純薬株式会社 札幌市 卸売業
79 マスターズシステム株式会社 札幌市 情報通信業
80 マスターライフサポート株式会社 札幌市 医療
81 株式会社松⽊測量 札幌市 専⾨・技術サービス業
82 株式会社まなのもり 札幌市 福祉
83 有限会社丸⼋庄⽥商会 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）
84 明和⼯業株式会社 札幌市 運輸業
85 株式会社ライラック⾃⼯ 札幌市 その他
86 株式会社ランベル 札幌市 ⼩売業
87 ロードセキュリティー株式会社 札幌市 サービス業（他に分類されないもの）
88 株式会社ロジネットジャパン 札幌市 運輸業



No. 認定法⼈名 市区町村 業種
89 ワーク＆ライフインテグレーション株式会社 札幌市 その他
90 和光技研株式会社 札幌市 専⾨・技術サービス業
91 イシイ産業株式会社 函館市 卸売業
92 エコー保険株式会社 函館市 保険業
93 ⼤鎌電気株式会社 函館市 建設業
94 株式会社川股設備⼯業 函館市 建設業
95 紀の國建設株式会社 函館市 建設業
96 道南いさりび鉄道株式会社 函館市 運輸業
97 ⽇東電気⼯事株式会社 函館市 建設業
98 株式会社明徳⼯業 函館市 建設業
99 阿部建設株式会社 ⼩樽市 建設業
100 稲穂スズキ株式会社 ⼩樽市 ⼩売業
101 ⼩樽商⼯会議所 ⼩樽市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
102 株式会社北⽇本消毒 ⼩樽市 サービス業（他に分類されないもの）
103 新倉屋システム株式会社 ⼩樽市 情報通信業
104 北海道ワイン株式会社 ⼩樽市 製造業
105 株式会社ミツウマ ⼩樽市 製造業
106 有限会社アウトバーン 旭川市 保険業
107 旭川商⼯会議所 旭川市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
108 株式会社⽯⽥兼松⼋興建設 旭川市 建設業
109 イハラ消防設備株式会社 旭川市 その他
110 Ktconstruction株式会社 旭川市 建設業
111 株式会社⾄誠 旭川市 福祉
112 株式会社⽥島電気商会 旭川市 建設業
113 株式会社秀 旭川市 福祉
114 株式会社マイスターサービス 旭川市 保険業
115 株式会社盛永組 旭川市 建設業
116 リーダース産業株式会社 旭川市 卸売業
117 有限会社アルフ 室蘭市 製造業
118 有限会社エイアンドワイヨシダ通信⼯業 室蘭市 建設業
119 有限会社⽊村宅建サービス 室蘭市 不動産業
120 株式会社栗林商会 室蘭市 運輸業
121 株式会社坂⽥組 室蘭市 サービス業（他に分類されないもの）
122 太平電気株式会社 室蘭市 建設業
123 東海建設株式会社 室蘭市 建設業
124 東海商事株式会社 室蘭市 卸売業
125 室蘭まちづくり放送株式会社 室蘭市 情報通信業
126 株式会社メイセイ 室蘭市 卸売業
127 株式会社エイコー 釧路市 ⼩売業



No. 認定法⼈名 市区町村 業種
128 株式会社エイチ・シー・シー 釧路市 情報通信業
129 株式会社釧路製作所 釧路市 製造業
130 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 釧路市 福祉
131 太平洋設備株式会社 釧路市 建設業
132 ⼤松運輸株式会社 釧路市 運輸業
133 医療法⼈　道東勤労者医療協会 釧路市 医療
134 株式会社トーテック 釧路市 建設業
135 トーワ計装　株式会社 釧路市 建設業
136 株式会社本⽥組 釧路市 建設業
137 株式会社マルエイ六峰社 釧路市 情報通信業
138 三ッ輪物流株式会社 釧路市 運輸業
139 宮脇⼟建株式会社 釧路市 建設業
140 合同会社　ルーティン 釧路市 不動産業
141 株式会社エイブルコンピュータ技研 帯広市 情報通信業
142 株式会社ＮＫユナイテッド 帯広市 ⼩売業
143 株式会社オカモトホールディングス 帯広市 サービス業（他に分類されないもの）
144 株式会社帯広ジャパン 帯広市 ⾦融業
145 株式会社オフィス２１ 帯広市 福祉
146 株式会社カーオート・ジーエム 帯広市 サービス業（他に分類されないもの）
147 株式会社きずな保険エージェンシー 帯広市 保険業
148 相互電業株式会社 帯広市 建設業
149 ⻄岡建設株式会社 帯広市 建設業
150 ニチゴ産業株式会社 帯広市 建設業
151 萩原建設⼯業株式会社 帯広市 建設業
152 菱中産業株式会社 帯広市 製造業
153 有限会社深井 帯広市 保険業
154 フジ暖房⼯業株式会社 帯広市 建設業
155 株式会社北海道エコシス 帯広市 サービス業（他に分類されないもの）
156 株式会社マテック 帯広市 製造業
157 株式会社安井測量設計事務所 帯広市 専⾨・技術サービス業
158 エネルギーサービス北海道株式会社 北⾒市 運輸業
159 北⾒信⽤⾦庫 北⾒市 ⾦融業
160 北⾒通運株式会社 北⾒市 運輸業
161 株式会社サン園芸 北⾒市 卸売業
162 株式会社セクト 北⾒市 不動産業
163 株式会社⽇本構造会 北⾒市 建設業
164 留辺蘂商⼯会議所 北⾒市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
165 ⼣張鉄道株式会社 ⼣張市 運輸業
166 及川産業株式会社 岩⾒沢市 建設業



No. 認定法⼈名 市区町村 業種
167 共進⼯業株式会社 岩⾒沢市 電気・ガス・熱供給・⽔道業
168 空知信⽤⾦庫 岩⾒沢市 ⾦融業
169 武部建設株式会社 岩⾒沢市 建設業
170 ⽟⽥産業株式会社 岩⾒沢市 建設業
171 株式会社南部電設⼯業 岩⾒沢市 建設業
172 株式会社政安⼟⽊ 岩⾒沢市 建設業
173 網⾛商⼯会議所 網⾛市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
174 ⾦印アグリ株式会社 網⾛市 農業
175 株式会社新⾕商店 網⾛市 ⼩売業
176 株式会社ハチロ 留萌市 建設業
177 株式会社ファミリーケアサポート 留萌市 福祉
178 株式会社I・TECソリューションズ 苫⼩牧市 情報通信業
179 株式会社アウル保険⼯房 苫⼩牧市 保険業
180 王⽊輸送株式会社 苫⼩牧市 運輸業
181 栗林海陸輸送株式会社 苫⼩牧市 運輸業
182 株式会社クレタ 苫⼩牧市 卸売業
183 株式会社札幌商興 苫⼩牧市 卸売業
184 新酸素化学株式会社 苫⼩牧市 製造業
185 双栄興業株式会社 苫⼩牧市 保険業
186 道路建設株式会社 苫⼩牧市 建設業
187 苫⼩牧栗林運輸株式会社 苫⼩牧市 運輸業
188 苫⼩牧商⼯会議所 苫⼩牧市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
189 苫⼩牧信⽤⾦庫 苫⼩牧市 ⾦融業
190 苫重建設株式会社 苫⼩牧市 建設業
191 ナラサキスタックス　株式会社 苫⼩牧市 運輸業
192 合同会社福祉サービスふくろウ 苫⼩牧市 医療
193 本多建設株式会社 苫⼩牧市 建設業
194 株式会社中⽥組 稚内市 建設業
195 株式会社岸本組 美唄市 建設業
196 株式会社京匠 江別市 建設業
197 草野作⼯株式会社 江別市 建設業
198 株式会社⽇江⾦属 江別市 製造業
199 株式会社植松電機 ⾚平市 製造業
200 紋別商⼯会議所 紋別市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
201 ⼤野⼟建株式会社 ⼠別市 建設業
202 株式会社細川商店 ⼠別市 卸売業
203 宮武電機株式会社 ⼠別市 建設業
204 根室交通株式会社 根室市 運輸業
205 株式会社ダスキンプロダクト北海道 千歳市 ⽣活関連サービス業



No. 認定法⼈名 市区町村 業種
206 千歳商⼯会議所 千歳市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
207 栄冠運輸　株式会社 滝川市 運輸業
208 株式会社アグリプラン 富良野市 農業
209 株式会社⼀⼾電建 富良野市 建設業
210 オサダ農機　株式会社 富良野市 製造業
211 ⼤北⼟建⼯業　株式会社 富良野市 建設業
212 株式会社⼭伏パコム 富良野市 建設業
213 株式会社上⽥商会 登別市 製造業
214 上⽥商事株式会社 登別市 ⼩売業
215 興和⼯業株式会社 登別市 製造業
216 恵庭商⼯会議所 恵庭市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
217 尾崎設備⼯業株式会社 恵庭市 建設業
218 株式会社⼭東建設 恵庭市 建設業
219 合同会社すまいるくりえいと 恵庭市 福祉
220 株式会社⽟川組 恵庭市 建設業
221 トラスト・セキュリティ株式会社 恵庭市 サービス業（他に分類されないもの）
222 ⽇重建設株式会社 恵庭市 建設業
223 須藤建設株式会社 伊達市 建設業
224 株式会社トッパンメディアプリンティング北海道 北広島市 製造業
225 ⽇晶運輸株式会社 北広島市 運輸業
226 ⽯狩商⼯会議所 ⽯狩市 社団法⼈、財団法⼈、商⼯会議所・商⼯会
227 株式会社システムウォール製作所 ⽯狩市 製造業
228 株式会社コーケン 当別町 製造業
229 株式会社⽵⼭建設 倶知安町 建設業
230 茅沼建設⼯業株式会社 泊村 建設業
231 株式会社プロファイル 余市町 ⼩売業
232 ⽇成⼯機株式会社 当⿇町 製造業
233 株式会社アラタ⼯業 上富良野町 建設業
234 株式会社南富⾃動⾞サービスエリア 南富良野町 その他
235 有限会社アフター 下川町 卸売業
236 株式会社⾕組 下川町 建設業
237 特定⾮営利活動法⼈枝幸三笠⼭スポーツクラブ 枝幸町 特定⾮営利活動法⼈
238 ⽥中建設株式会社 枝幸町 建設業
239 株式会社知床グランドホテル 斜⾥町 宿泊業
240 遠軽信⽤⾦庫 遠軽町 ⾦融業
241 株式会社野村 ⾳更町 運輸業
242 株式会社のむら葬祭 ⾳更町 運輸業
243 ⻘⽊建設株式会社 芽室町 建設業
244 村上建設　株式会社 芽室町 建設業



No. 認定法⼈名 市区町村 業種
245 株式会社⽶澤通商 芽室町 運輸業
246 ウイズＴ＆Ｃ株式会社 幕別町 ⾦融業
247 株式会社笹 原 商 産 幕別町 建設業
248 株式会社フクタ 浦幌町 建設業
249 株式会社⼭拾村上商店 釧路町 卸売業
250 ⼩針⼟建株式会社 中標津町 建設業
251 中央コンピューターサービス株式会社 中標津町 情報通信業
252 北央舗道株式会社 中標津町 建設業

以上




