
（市町村別、企業名五⼗⾳別）
NO 企業名 業種 所在地
1 旭イノベックス株式会社 製造業 札幌市
2 株式会社アミノアップ 製造業 札幌市
3 アルファコート株式会社 不動産業、物品賃貸業 札幌市
4 株式会社アンビックス 宿泊業、飲⾷サービス業 札幌市
5 株式会社イークラフトマン 情報通信業 札幌市
6 株式会社池⽥熱処理⼯業 製造業 札幌市
7 株式会社いずみホールディングス 卸売業、⼩売業 札幌市
8 株式会社岩崎 卸売業、⼩売業 札幌市
9 株式会社ウエス ⽣活関連サービス業、娯楽業 札幌市
10 エコモット株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 札幌市
11 岡本興業株式会社 製造業 札幌市
12 ⽚桐機械株式会社 不動産業、物品賃貸業 札幌市
13 曲〆髙橋⽔産株式会社 卸売業、⼩売業 札幌市
14 共通運送株式会社 運輸業、郵便業 札幌市
15 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 情報通信業 札幌市
16 サンマルコ⾷品株式会社 製造業 札幌市
17 システムデザイン開発株式会社 情報通信業 札幌市
18 株式会社常光 製造業 札幌市
19 新栄クリエイト株式会社 卸売業、⼩売業 札幌市
20 株式会社伸和ホールディングス 宿泊業、飲⾷サービス業 札幌市
21 ⼤丸株式会社 卸売業、⼩売業 札幌市
22 ⽟造株式会社 製造業 札幌市
23 株式会社トリパス 製造業 札幌市
24 ⻄⼭製麺株式会社 製造業 札幌市
25 株式会社ＨＡＲＰ 情報通信業 札幌市
26 北海紙管株式会社 卸売業、⼩売業 札幌市
27 北海道運搬機株式会社 卸売業、⼩売業 札幌市
28 北海道システム・サイエンス株式会社 製造業 札幌市
29 株式会社北海道宝島旅⾏社 ⽣活関連サービス業、娯楽業 札幌市
30 株式会社北海道⽇本ハムファイターズ ⽣活関連サービス業、娯楽業 札幌市
31 ホッコウ物流株式会社 運輸業、郵便業 札幌市
32 松岡満運輸株式会社 運輸業、郵便業 札幌市
33 株式会社レバンガ北海道 ⽣活関連サービス業、娯楽業 札幌市
34 株式会社Wakka Japan 卸売業、⼩売業 札幌市
35 株式会社ＡＩハヤブサ 情報通信業 函館市
36 株式会社布⽬ 製造業 函館市
37 有限会社未来グループ 宿泊業、飲⾷サービス業 函館市
38 株式会社メデック 製造業 函館市
39 曲イ⽥中酒造株式会社 製造業 ⼩樽市
40 極東⾼分⼦株式会社 製造業 ⼩樽市
41 北海道ワイン株式会社 製造業 ⼩樽市
42 株式会社旭ダンケ 製造業 旭川市
43 株式会社アルフレックスジャパン 製造業 旭川市
44 株式会社エフ・イー 製造業 旭川市
45 株式会社カンディハウス 製造業 旭川市
46 株式会社キョクイチ 卸売業、⼩売業 旭川市
47 昭和⽊材株式会社 製造業 旭川市
48 株式会社廣野組 建設業 旭川市
49 ⼤和⼯業株式会社 建設業 室蘭市
50 株式会社昭和冷凍プラント 製造業 釧路市
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51 鶴雅リゾート株式会社 宿泊業、飲⾷サービス業 釧路市
52 トーワ計装株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 釧路市
53 株式会社ニッコー 製造業 釧路市
54 ふたみ⻘果株式会社 卸売業、⼩売業 釧路市
55 三ツ輪運輸株式会社 運輸業、郵便業 釧路市
56 株式会社アクト 製造業 帯広市
57 帯広市川⻄農業協同組合 複合サービス事業 帯広市
58 株式会社武⽥鉄⼯所 製造業 帯広市
59 株式会社⼟⾕特殊農機具製作所 製造業 帯広市
60 東洋農機株式会社 製造業 帯広市
61 ⼗勝川⻄⻑いも運営協議会 農業、林業 帯広市
62 株式会社マテック 卸売業、⼩売業 帯広市
63 株式会社グリーンズ北⾒ 製造業 北⾒市
64 岩⾒沢鋳物株式会社 製造業 岩⾒沢市
65 株式会社スマートリンク北海道 情報通信業 岩⾒沢市
66 株式会社イワクラ 製造業 苫⼩牧市
67 北海産業株式会社 不動産業、物品賃貸業 苫⼩牧市
68 株式会社松本鐵⼯所 製造業 苫⼩牧市
69 株式会社道央メタル 製造業 美唄市
70 ⼤旺鋼球製造株式会社 製造業 芦別市
71 草野作⼯株式会社 建設業 江別市
72 トルク精密⼯業株式会社 製造業 ⾚平市
73 佐藤⽊材⼯業株式会社 製造業 紋別市
74 株式会社ＦＪコンポジット 製造業 千歳市
75 株式会社もりもと 製造業 千歳市
76 株式会社マツオ 製造業 滝川市
77 株式会社ホリ 製造業 砂川市
78 オサダ農機株式会社 製造業 富良野市
79 株式会社コーンズ・エージー 卸売業、⼩売業 恵庭市
80 株式会社ハイテックシステム 情報通信業 恵庭市
81 株式会社ワールド⼭内 製造業 北広島市
82 株式会社エース 運輸業、郵便業 ⽯狩市
83 シンセメック株式会社 製造業 ⽯狩市
84 ⽇幸産業運輸株式会社 運輸業、郵便業 ⽯狩市
85 株式会社ハルキ 製造業 森町
86 株式会社福津組 建設業 古平町
87 株式会社スリービー 製造業 南幌町
88 株式会社植物育種研究所 農業、林業 栗⼭町
89 佐藤鋳⼯株式会社 製造業 妹背⽜町
90 ⿅遠産業株式会社 製造業 遠別町
91 株式会社ソナトキアプロジェクト 卸売業、⼩売業 天塩町
92 株式会社丸髙髙⽥商店 製造業 枝幸町
93 美幌町農業協同組合 複合サービス事業 美幌町
94 丸⽟⽊材株式会社 製造業 津別町
95 株式会社⼭上⽊⼯ 製造業 津別町
96 株式会社知床グランドホテル 宿泊業、飲⾷サービス業 斜⾥町
97 滝上産業株式会社 製造業 滝上町
98 株式会社ジャパン・バイオメディカル 製造業 ⾳更町
99 株式会社⼭本忠信商店 卸売業、⼩売業 ⾳更町
100 コスモ⾷品株式会社 製造業 芽室町


