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掲載日 会社名 業種 所在地 URL

2016.11.4 田島工業株式会社 建設業 北広島市西の里東1丁目1番地1 なし

2016.11.4 広島建設株式会社 建設業 北広島市中央4丁目6番地4 http://www.hiroken.co.jp/

2016.11.4 協業組合エクセル三和 建設業 北広島市北の里471番地7 なし

2016.11.4 北流システム建設株式会社 建設業 北広島市大曲235番地2 なし

2016.11.4 鈴木造園株式会社 建設業 北広島市北進町1丁目5番地1-706 なし

2016.11.4 北駿建設株式会社 建設業 北広島市東共栄3丁目4番地3 なし

2016.11.4 藤山建設株式会社 建設業 北広島市美沢3丁目8番地6 なし

2017.2.1 サンエス電気通信株式会社 建設業 釧路市星が浦大通１丁目７番１号 https://www.sanesu.co.jp/

2017.2.6 札幌三信倉庫株式会社 運輸業 札幌市白石区東札幌6条1丁目2番30号 https://www.sanshin34.co.jp/

2017.3.16 株式会社メデック 製造業 函館市鈴蘭丘町3番地133 http://www.medec-ltd.co.jp/company/

2017.3.23 清水鋼鐵株式会社 製造業
本社　千葉県浦安市港54番地
苫小牧製鋼所　苫小牧市字勇払145-240

http://www.shimizusteel.co.jp/index.html

2017.4.10 株式会社上田商会 製造業
本社　登別市新川町2丁目5番地1
千歳工場　千歳市上長都1130番12

https://www.ueda-gr.jp/

2017.4.20 北海道曹達株式会社 製造業
本社・苫小牧事業所 苫小牧市沼ノ端134番地122
幌別事業所 登別市千歳町2丁目12番地

http://www.hokkaido-soda.co.jp/

2017.5.1 インパルス株式会社
サービス業
（ソフトウェア業）

札幌市豊平区平岸3条8丁目6-1信和リッチ405 なし

2017.5.9 株式会社エフ・イー 製造業 旭川市工業団地3条2丁目2番27号 http://www.fesystem.co.jp/

2017.6.19 株式会社ファイバーゲート 情報通信業 札幌市中央区南1条西8丁目10-3 第28桂和ビル https://www.fibergate.co.jp/

2017.6.30 宮坂建設工業株式会社 建設業 帯広市西13条南14丁目1番地2 https://www.miyasaka-cc.co.jp/

2017.7.12 株式会社本田組 建設業 釧路市鳥取大通8丁目4番20号 http://www.hondagumi.jp/

2017.8.22 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 製造業 札幌市清田区清田1条1丁目2番1号 https://www.hokkaido.ccbc.co.jp/

2017.9.4 マッチポイント株式会社
サービス業
（他に分類されないもの）

札幌市中央区北1条西7丁目3-2 北一条大和田ビ
ル2F

https://www.matchpoints.win/

2017.12.12 北広島道路維持協同組合 建設業 北広島市中央3丁目8番地4　三和ビル3階 なし

2017.12.12 北電工業株式会社 建設業 釧路市柳町9-20 なし

2017.12.12 株式会社トーテック 建設業 釧路市鳥取大通5丁目1-17 なし

2017.12.12 釧根電気工事業協同組合 建設業 釧路市新釧路町14番6号 http://senkon-denki.sakura.ne.jp/

2017.12.25 株式会社SMC 卸売・小売業 札幌市白石区本通3丁目北6番18号 なし

2018.1.11 寿産業株式会社 製造業 札幌市中央区北3条東2丁目2番地30 https://www.kotobuki-sangyo.com/

2018.1.11 株式会社トッキュウ 運輸業 岩見沢市栗沢町最上498-9 https://tokkyu-group.jp/

2018.1.18 雄武レミコン株式会社 製造業 紋別郡雄武町字南雄武265番地 なし

2018.2.14 株式会社廣野建設 建設業 樺戸郡月形町1070番地 なし

2018.2.26 新栄緑化株式会社 林業 足寄郡陸別町字陸別基線310番地 なし

2018.3.7 木村建設株式会社 建設業 足寄郡足寄町旭町4丁目24番地 なし

2018.3.9 寺迫工業株式会社 建設業 雨竜郡秩父別町1298-28 なし

2018.3.19 千歳市環境整備事業協同組合 建設業 千歳市上長都4番地5 https://web-ckk.com/

2018.3.26 南富サポート有限会社 運輸業 空知郡南富良野町字幾寅624-1 なし

2018.3.26 南富林建有限会社 建設業 空知郡南富良野町字幾寅624-1 なし

2018.4.6 株式会社北土開発 建設業 河西郡芽室町東6条10丁目1番1 https://www.hokudo-kaihatsu.co.jp/

2018.5.29 西江建設株式会社 建設業 帯広市西4条北2丁目20番地 https://www.nishie-co.jp/

2018.7.17 三井ヘルスサービス株式会社 医療、福祉（介護事業） 札幌市豊平区平岸2条3丁目6-13 http://www.mitsui-hs.jp/

2018.9.21 有限会社ムトウ自動車
サービス業
（自動車整備業）

足寄郡足寄町南3条4丁目2 なし

2018.10.5 合同会社FeetMeet 飲食業 足寄郡足寄町南4条3丁目12ムトウハイツⅠ2B なし

2018.10.5 有限会社源すし 飲食業 中川郡本別町北4丁目4 なし

2018.10.5 株式会社鹿島組 建設業 中川郡本別町南2丁目7-16 https://www.kashimagumi.com/company/

2018.10.5 有限会社松月堂 卸売・小売業 中川郡本別町北3丁目3-7 なし

2018.10.9 居酒屋いさりび 飲食業 足寄郡足寄町南2条1丁目22番地 なし

2018.10.9 足寄石材 製造業 足寄郡足寄町里見が丘17 なし

2018.10.12 三幸ケミカル株式会社 建設業 札幌市北区新川4条17丁目6番13号 http://www.sck-h.co.jp/

2018.11.8 播間建設工業株式会社 建設業 広尾郡大樹町柏木町13-5 https://harima-kk.jp/

2018.11.8 有限会社大樹清掃社 サービス業 広尾郡大樹町柏木町11-15 なし

2018.11.8 畑板金工業所 建設業 広尾郡大樹町振別146-37 なし

2018.11.8 有限会社タカダ薬局 卸売・小売業 広尾郡広尾町本通6丁目4番地 なし

2018.11.15 株式会社よねざわ工業 製造業 恵庭市戸磯596番地6 http://www.yonezawa-k.co.jp/

2018.12.7 株式会社バンドウ 建設業 足寄郡陸別町字陸別基線316番地46 なし

2018.12.7 株式会社渡邊組 建設業 足寄郡陸別町字陸別原野分線8番地の42 なし

2018.12.7 南建設株式会社 建設業 足寄郡陸別町字陸別基線316番地6 http://minami-kensetsu.co.jp/

2019.1.17 丸北北栄商事株式会社
卸売・小売業
　（ガソリンスタンド）

斜里郡清里町水元町１１番地 なし

2019.2.12 西十勝浄化株式会社 分類不能の産業 上川郡清水町本通9丁目19番地 なし

2019.2.12 清水印刷 製造業 上川郡清水町本通4丁目8番地4 なし

2019.2.12 有限会社清水有澤 卸売・小売業 上川郡清水町本通3丁目2番地 なし

2019.2.15 株式会社川湯ホテルプラザ 宿泊業 川上郡弟子屈町川湯温泉1-5-10 https://www.kinkiyu.com/

2019.2.15 株式会社ダイゼン 卸売・小売業 上川郡鷹栖町2962番136 https://daizen-net.com/

2019.2.15 十勝バス株式会社 運輸業 帯広市西23条北1丁目1番1号 https://www.tokachibus.jp/

2019.2.22 株式会社コーセイ 建設業 札幌市中央区北2条西13丁目1-38 SKビル https://kohsei-opt-eng.co.jp/

2019.2.22 株式会社カンキョウ
サービス業（その他の
生活関連サービス業）

上川郡新得町字新得東1線32番地8 https://www.tokachi-kankyo.com/

北海道内のBCP策定企業一覧

※この一覧は掲載企業からの申告に基づき作成したものであり、国はこの一覧に掲載されている情報の利用に伴って発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
　  情報の正確性や信頼性については、ご自身でご確認・ご判断ください。
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2019.3.6 小寺建設株式会社 建設業 河東郡上士幌町字上士幌東2線229番地 http://www.kotera.jp/

2019.3.6 ヒナタフーズ株式会社 製造業 夕張郡由仁町古川73-1 http://www.hinatafoods.com/

2019.3.26 株式会社浜名鉄工 製造業 河東郡上士幌町字上士幌東2線224番地 http://www.hamanatekkou.com/

2019.3.26 有限会社坂井自転車商会 卸売・小売業 河東郡上士幌町字上士幌東3線239番地 なし

2019.3.26 砂原会計事務所 サービス業 中川郡本別町北3丁目4-4 https://sunahara.tkcnf.com/

2019.3.26 有限会社犬飼建設 建設業 河西郡芽室町東2条南4丁目2-5 なし

2019.4.4 苫小牧管工事業協同組合 建設業 苫小牧市旭町4丁目2番18号 http://www1.tomakomai.or.jp/kankoji/

2019.4.4 楡建設株式会社 建設業 苫小牧市字糸井143番7 なし

2019.4.4 株式会社ズコーシャ サービス業 帯広市西18条北1丁目17番地 https://zukosha.co.jp/

2019.5.7 土屋商店 卸売・小売業 中川郡池田町字西１条2丁目1-2 なし

2019.5.10 青木建設株式会社 建設業 河西郡芽室町東11条10丁目1番地 http://aoki.hokkaido.jp/

2019.5.16 村上土建開発工業株式会社 建設業 河東郡音更町木野大通西5丁目2-3 https://murakamidoken.com/

2019.6.7 萩原建設工業株式会社 建設業 帯広市東7条南8丁目2番地 http://www.hagiwara-inc.co.jp/

2019.8.20 株式会社龍文堂 製造業 札幌市手稲区曙2条5丁目2-54 https://ryubundo.co.jp/

2019.9.11 社会福祉法人光寿会 医療、福祉 帯広市西17条南3丁目24番24号 https://www.koujyukai.info/

2019.11.14 協同組合津別町道路管理センター 建設業 網走郡津別町字豊永18番地1 なし

2019.11.21 合同会社はーと 医療、福祉 旭川市東光8条1丁目1番16号 なし

2019.12.4 陸別ハイヤー有限会社 運輸業 足寄郡陸別町字陸別東3条2丁目15番地3 なし

2019.12.4 有限会社吉田機械店 不動産業 足寄郡陸別町字陸別原野分線4番地4 なし

2019.12.4 有限会社石橋石油 卸売・小売業 足寄郡陸別町字陸別東1条1丁目7番地  なし

2020.1.20 株式会社スパル建設 建設業 恵庭市柏木町2丁目22番44号
https://www.suparuberry.com/greetings/in
dex.html

2020.3.10 佐藤産業株式会社 建設業 天塩郡豊富町字豊富西1条5丁目 なし

2020.7.9 桐谷建設工業株式会社 建設業 帯広市西16条南1丁目12番5号　 なし

2020.7.29 植村土建株式会社 建設業 上川郡新得町1条北1丁目2番地 http://www.uemuradoken.co.jp/

2020.8.4 東光舗道株式会社 建設業 帯広市西23条北1丁目1番16号 https://www.tohkoh.jp/

2020.8.17 株式会社西村組 建設業 紋別郡湧別町栄町133番地の１ https://www.nishimura.co.jp/

2020.8.28 栗林建設株式会社 建設業 帯広市西10条南4丁目12番地 https://www.kuribayashikensetsu.co.jp/

2020.9.3 株式会社山内組 建設業 河西郡更別村字更別南2線94番地 http://www.kk-yamauchigumi.co.jp/

2020.9.8 株式会社三井組 建設業 河東郡鹿追町南町1丁目24番地 なし

2020.9.15 株式会社石橋建設 建設業 足寄郡陸別町字陸別基線312番地 なし

2020.9.15 北洋道路株式会社 建設業 帯広市西3条北2丁目19番地4 なし

2020.9.25 株式会社野口建設 建設業 北見市常呂町字常呂617番地 なし

2020.9.25 苫小牧地方石油業協同組合 卸売・小売業 苫小牧市元中野町4丁目1番5号 なし

2020.9.28 株式会社アスワン 建設業 中川郡幕別町札内青葉町308番地 https://aswan-inc.com/

2020.9.30 株式会社ソーシャルリサーチ サービス業(他に分類されないもの) 札幌市厚別区厚別北2条4丁目1-2-1901 https://sorico.net/

2020.10.2 有限会社高橋商店 卸売・小売業 北見市常呂町字常呂301番地 なし

2020.10.5 昭和工業株式会社 建設業 帯広市西18条南1丁目14番地 なし

2020.10.6 河井ローダー建設株式会社 建設業 帯広市西24条北2丁目5番地58 http://www.rorda.co.jp/

2020.10.6 川田工業株式会社 建設業 帯広市東5条南5丁目1番地 https://www.kawata-e.com/

2020.10.7 道南綜合土建株式会社 建設業 白老郡白老町大町1丁目10番8号 なし

2020.10.16 佐藤建設有限会社 建設業 北見市常呂町字常呂551番地2 なし

2020.10.20 笹谷建設株式会社 建設業 帯広市西8条南17丁目1番地
http://www.maroon.dti.ne.jp/sasayakenset
su/index.html

2020.10.21 西岡建設株式会社 建設業 帯広市依田町18番地の2 https://www.nishiokakensetsu.co.jp/

2020.10.26 有限会社小田商店 サービス業（他に分類されないもの） 北見市端野町二区447-5 http://oda-store.com/

2020.10.28 東道路株式会社 建設業 釧路市城山1丁目10番5号 https://www.azumadoro.jp/

2020.10.28 株式会社中山組 建設業 札幌市東区北19条東1丁目1番1号 http://www.nakayamagumi.co.jp/

2020.10.29 株式会社勝建工業 建設業 足寄郡足寄町南6条7丁目22番地 なし

2020.10.30 緑豊建設株式会社 建設業 苫小牧市若草町1丁目3番12号緑豊ビル2F http://tomakomai-ryokuho.com/

2020.10.31 株式会社星組土建 建設業 寿都郡寿都町字湯別町上湯別105番地1 なし

2020.11.10 北海道道路保全株式会社 建設業 帯広市西23条北1丁目1番16号 https://www.h-dourohozen.co.jp/

2020.11.13 栗建機工株式会社 建設業 帯広市西23条北1丁目4番地30 なし

2020.11.13 中村洋服店 卸売・小売業 北見市常呂町字常呂420番地1 なし

2020.11.18 株式会社フクタ 建設業 十勝郡浦幌町字万年354番地1 http://www.fukuta.co.jp/

2020.11.24 中本土建株式会社 建設業 深川市納内町2丁目15番26号 https://nakamoto-d.co.jp/

2020.11.30 株式会社畑下組 建設業 広尾郡広尾町並木通東2丁目151-3 なし

2020.12.1 三和工業株式会社 建設業 北見市西富町1丁目8番1号 https://sanwa-kogyo.jimdofree.com/

2020.12.3 株式会社宮田建設 建設業 網走郡美幌町字仲町2丁目86番地 http://www.kmk.co.jp/

2020.12.3 徳井建設工業株式会社 建設業 帯広市東9条南8丁目1番地2 http://www.tokuikensetsu.jp/

2020.12.4 岡村塗装 建設業 北見市端野町端野38番地 http://www.okamura-tosou.com/index.html

2020.12.7 永光建設株式会社 建設業 帯広市西20条北2丁目28番地21 https://www.eikou-kensetsu.jp/

2020.12.9 株式会社丸田組 建設業 網走市南1条東1丁目13番地3 https://marutagumi.co.jp/

2020.12.11 寺井建設株式会社 建設業 野付郡別海町別海130番地の18 http://www.terai-kk.com/

2020.12.22 株式会社萬和建設 建設業 中川郡幕別町本町4番地4 https://www.manwa.co.jp/

2021.1.18 株式会社福津組 建設業 古平郡古平町大字港町3番地 https://fukutsugumi.co.jp/

2021.3.2 十勝電材株式会社 卸売・小売業 帯広市西19条南1丁目7番地7 http://tokachidenzai.co.jp/

2021.3.2 ノーザリーライフケア株式会社 医療、福祉 札幌市厚別区厚別西5条2丁目18－22 https://northerly-lc.co.jp/

2021.3.2 株式会社中田組 建設業 稚内市港2丁目8番30号 http://www.nakata-fm.co.jp/

2021.3.26 弘栄建設株式会社 建設業 帯広市西11条南31丁目1番地 なし

※この一覧は掲載企業からの申告に基づき作成したものであり、国はこの一覧に掲載されている情報の利用に伴って発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
　  情報の正確性や信頼性については、ご自身でご確認・ご判断ください。
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【お問い合せ先】北海道経済産業局　産業部　中小企業課

TEL：011-709-2311（内2575）

掲載日 会社名 業種 所在地 URL

北海道内のBCP策定企業一覧

2021.5.20 アサヒ管財株式会社 サービス業(他に分類されないもの) 旭川市豊岡15条7丁目4番20号 https://ask-asahikanzai.co.jp/

2021.6.7 株式会社エミヤホールディングス 卸売・小売業 札幌市白石区流通センター7丁目8番1号 http://www.emiya.com/

2021.6.7 Sachi合同会社Cloth&愛 医療、福祉 札幌市清田区里塚3条4丁目3番12号 https://cloth-ai.com/

2021.7.21 大同舗道株式会社 建設業 札幌市中央区北2条東17丁目2番地 http://daido-hodo.com/

2021.9.2 中山産業株式会社 卸売・小売業 十勝郡浦幌町字緑町5番地 なし

2021.9.6 宮本商産株式会社 卸売・小売業 帯広市西2条南5丁目1番地 https://www.miyashou.com/

2021.10.1 株式会社弁釜 製造業 札幌市厚別区厚別東5条1丁目3-20 http://www.benkama.co.jp/

2021.10.1 社会福祉法人ポプラの杜 医療、福祉 旭川市末広5条2丁目3番1号 http://www.popuranomori.jp

2022.1.25 株式会社吉本組 建設業 岩内郡岩内町字大浜89番地6 http://yoshimotogumi.co.jp/

2022.3.1 株式会社電建 建設業 北見市常盤町6丁目2番26号 なし

2022.3.7 株式会社三光 卸売・小売業 網走市新町2丁目1番14号 http://www.35inc.com/

2022.3.25 株式会社トーシン 建設業 河東郡音更町新通12丁目7番地 www.toshin-com.biz

2022.4.25 高橋工務店株式会社 建設業 上川郡清水町北4条西7丁目6番地2 なし

2022.4.25 有限会社プライドライナー 運輸業 上川郡清水町字清水第3線70-23 なし

2022.4.25 株式会社マルトク建板 建設業 上川郡清水町本通2丁目14番地 なし

2022.4.25 道東設備工業株式会社 建設業 上川郡清水町南3条西3丁目18番地 なし

2022.4.25 清泉寺 分類不能の産業 上川郡清水町北3条3丁目17番地 なし

2022.4.25 ビューティースペース サービス業(他に分類されないもの) 上川郡清水町南3条7丁目9-1 なし

2022.5.19 株式会社川村組 建設業 河東郡上士幌町字上士幌東2線234番地 http://www.kawamuragumi.net/

2022.5.19 中小企業診断士事務所オフィス後藤経営 サービス業 札幌市北区あいの里3条3丁目9-3 http://www.office-gotokeiei.com

2022.10.21 株式会社堀口組 建設業 留萌市高砂町1丁目4-15 http://www.horiguchikk.co.jp

2022.10.21 三ッ輪エンジニアリング株式会社 建設業 釧路市鳥取南6丁目2番24号 http://www.mitsuwa-eng.com

2022.12.5 カドウフーズ株式会社 製造業 函館市追分町1-25 https://www.kafukudokitchen.jp/

2023.2.13 株式会社DOSANKO Agri Consulting サービス業(他に分類されないもの) 函館市湯川町3丁目13番20号103 https://agri-consulting.jp.net/hokkaido 

2023.2.13 株式会社 ネイビーズ・クリエイション サービス業(他に分類されないもの) 札幌市中央区大通東7丁目18番地2　EAST7ビル https://www.navys.co.jp

2023.4.18 株式会社沢田建設工業 建設業 石狩市花川北6条1丁目8番地 http://www.sawada-kensetsu.com/

※この一覧は掲載企業からの申告に基づき作成したものであり、国はこの一覧に掲載されている情報の利用に伴って発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。
　  情報の正確性や信頼性については、ご自身でご確認・ご判断ください。
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