
認定年度 名称 事業者HP
サンエス電気通信株式会社 https://www.sanesu.co.jp/

合同会社加藤ファーム ー
北⾒地⽅⾃動⾞整備協同組合 ー
有限会社宇野⾃動⾞整備⼯場 ー

⼗勝ランドリー有限会社 ー
⽇本栄養⾷品株式会社 http://www.nes-co.jp/

株式会社イズム・グリーン https://izmgr.co.jp/
樽⾒ 騰 ー

株式会社北海⼯芸 ー
株式会社エフケー ー

株式会社フレッシュフーズ ー
北神産業株式会社 https://www.hokushinkitami.com/

株式会社アルファビジネス http://alpha-business.co.jp/
株式会社セキホク ー
⽇成⼯機株式会社 https://nisseykoki.co.jp/

イーアイテクノ株式会社 https://www.ei-techno.jp/
株式会社柳沼 https://yaginuma.jp/

合同会社Space Cubics https://spacecubics.com
株式会社カネマル ー

株式会社ビーバープランニングセンター http://www.beaver-111.com/
福岡 ⼀⾺ https://kotoni-dc.com/

有限会社吉⽔商会 ー
ニホンフード株式会社 ー
株式会社久⼀⽶⽥商店 http://www.yoneta.net/

株式会社I＆U associate ー
株式会社Diekraft https://d-kraft.jp/

あべ⻭科医院 https://abe-sikaiin.com/
佐久間 教⼦ ー

⽶倉商事株式会社 ー
北海道電気相互株式会社 https://denkisogo.jp/
道東トモエ商事株式会社 ー

株式会社釧路製作所 http://kushiro-ses.co.jp
株式会社サンアール http://rrr3r.com/
有限会社マルイ⽔産 http://marui-suisan.com/
三晃化学株式会社 https://www.sankou1.com/

今野 裕樹 http://konno-f-dc.com/
株式会社オオハシ ー
株式会社ノウリエ ー

株式会社星野鉄⼯所 https://itp.ne.jp/info/011633212000000899/
有限会社⽩⽥タイヤ商会 https://shiratatire.jp

有限会社森⽥興業 ー
株式会社加藤商店 ー
株式会社リンクル https://www.lc-group.net/
株式会社カワバタ http://www.kbmf.co.jp/

中島 千博 ー
株式会社ケーエス新栄 ー

合同会社まっかなタイヨウ ー
播間建設⼯業株式会社 https://harima-kk.jp/
有限会社丸⼆永光⽔産 http://eikohsuisan.co.jp/maruni/

yuffe株式会社 ー
北海道⻨酒醸造株式会社 http://hokkaidobeer.com/
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エゾの杜株式会社 http://www.ezonomori.com/
株式会社イーザック ー

株式会社ノースデンタルコネクト https://dental-lab-218.business.site/
株式会社道央メタル http://www.douou-metal.co.jp/

アイ・エス・アイ興発株式会社 http://www.isi-corp.jp/
旭川設計測量株式会社 http://assjp.com/

株式会社都市環境プランニング http://toshi-kankyo.co.jp/
株式会社髙橋⼯務店 http://www.e-ie-takahashi.co.jp/

株式会社加藤建設⼯業 http://katocon-hp.com/
アビエンジニアリング株式会社 http://www.abien.co.jp/
株式会社ハイテックシステム https://www.hitech-system.co.jp/

株式会社ヒロエナジー https://www.hiro-energy.com/
株式会社ランド・サーベィ http://www.land-survey.jp/

株式会社末広ボデー ー
昭和プリント株式会社 ー

⼭⽥ 義博 https://www.mokupro.com/
有限会社三景スタジオ https://www.sankeistudio.co.jp/

有限会社森⾕ https://farm-moriya.com/
株式会社東圧 http://touatu.co.jp/

株式会社北海光電⼦ https://hpeem1.jimdo.com/
株式会社コーセイ https://kohsei-opt-eng.co.jp/

株式会社グローバル･コミュニケーションズ http://www.global-communications.jp/
北海道ワイン株式会社 https://www.hokkaidowine.com/index.html

協同組合津別町道路管理センター ー
株式会社ナオエー⽯油 https://www.naoeoil.jp/

株式会社上⽥組 http://kk-uedagumi.co.jp/
株式会社岡⽥建具製作所 http://www.okadatategu.com/

株式会社ソーシャルリサーチ http://sorico.net/
北電⼯業株式会社 http://hokuden.com/

株式会社よねざわ⼯業 http://www.yonezawa-k.co.jp/
仁⽊⼯業株式会社 ー

株式会社北海道クラウン https://www.crowngroup.co.jp/hokkaidou/free/index.html
株式会社加賀⾕管設 https://kagayakansetsu.com/
株式会社トリパス https://tripath.co.jp/

株式会社まるい弁当 http://maruibentou.ekiben.or.jp/
温根湯観光開発株式会社 ー

株式会社阿部組 http://abegumi.org
桧⼭⾃動⾞⼯業株式会社 https://r.goope.jp/sr-01-0136310004/
北広島道路維持協同組合 ー

株式会社エース・クリーン https://www.a-clean.co.jp/
株式会社OSCARWEB ー

丸栄⽔産株式会社 ー
札幌三信倉庫株式会社 https://www.sanshin34.co.jp/

有限会社渋⽥産業 http://www.ezomaitake.com/
株式会社ランディック https://www.landec21.co.jp/

株式会社ナガハマカーテン ー
⼩⽥島⽔産⾷品株式会社 http://odajimasuisan.com/

株式会社カクイチアグリン ー
有限会社遠藤農産 ー

株式会社六花 ー
株式会社ジオストーム https://www.geostorm.co.jp/
株式会社⼤海製作所 http://daikai.work/

有限会社マルカツ福島商店 ー
株式会社ホテルメグマ https://meguma.jp/
丸ヱ寺江⾷品株式会社 https://www.terae-lumiere.com/
合同会社BonitaBonita https://bonitabonita.style/
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三井ヘルスサービス株式会社 http://www.mitsui-hs.jp/
寿機械株式会社 ー

株式会社ケイホク https://keihoku.biz/
協業組合エクセル三和 http://excel-sanwa.com/

株式会社瀬⼾商店 ー
有限会社タイタス https://sushi-hanaichi-monme.com/

株式会社北海道開拓使 http://hokkaido-kaitakushi.co.jp/
有限会社丸吾⽔産 ー

株式会社倉本鉄⼯所 https://www.kuramoto-tekkohsyo.co.jp/
株式会社北海道⽶菓フーズ https://beika-foods.co.jp/
キョクイチ⾷販株式会社 https://kyokuichi.com/
ぐるめ⾷品株式会社  http://gurumefoods.co.jp/

株式会社キョクイチロジ https://kyokuichi.com/
株式会社キョクイチ https://kyokuichi.com/

株式会社キョクイチフーズ https://kyokuichi.com/
株式会社キョクイチホールディングス https://kyokuichi.com/

株式会社ネットワン https://kyokuichi.com/
株式会社札幌デンタルラボラトリー http://sapporo-d.co.jp/

タンノベッツ株式会社 https://tanno-animal-hospital.jp/
互信ホールディングス株式会社 https://goshin-group.co.jp/index.html

北⽇本エコ電気ソリューション株式会社 ー
株式会社グリーンフォレスト https://midorino-mori.jp/

株式会社シムス http://www.habataki.co.jp/
株式会社きむらクリーニング ー

株式会社⾷品急送 http://www.shokuhin-k.co.jp/
株式会社とかち製菓 http://tokachiseika.com/

合同会社⼗勝野スイーツ ー
株式会社残間⾦属⼯業 https://www.zanma.co.jp/

株式会社エスコム https://www.escom.bz/
株式会社エムエスワン ー
株式会社スパル建設 http://suparuberry.com/

株式会社酒井機材製作所 http://sakaikizai.com/
⾺渡 智昭 ー

株式会社AREクラフト https://www.frontier-dc.com/
釧根電気⼯事協同組合 http://senkon-denki.sakura.ne.jp/
株式会社⼤協室蘭⼯場 ー

有限会社今岡建機サービス http://www8.plala.or.jp/imaokakenki/
株式会社林⾃⼯ https://hayashi-jiko.co.jp/

こいけペットクリニック https://koikepetclinic.jp/
株式会社北流センター ー

⽥島⼯業株式会社 ー
藤⼭建設株式会社 ー
北駿建設株式会社 ー
鈴⽊造園株式会社 ー
道東興業株式会社 http://dotokogyo.co.jp/
東洋化⼯株式会社 http://www.tyk-gr.com/

上⽥ボデー株式会社 https://www.uedabody.com/
有限会社阿部板⾦⼯業 ー

株式会社尾崎測量設計事務所 ー
株式会社ひらかわ牧場 ー

有限会社芽室⾃動⾞整備⼯業 ー
株式会社エヌシーおびひろ https://www.ncobihiro.co.jp/

加藤鋼機有限会社 ー
株式会社⽊浪鉄筋⼯業 http://www.kinamitk.com/sp/index.html
株式会社エアシェア https://airshare.co.jp/top.html

株式会社E.DASH ー
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株式会社北⽇本製作所 https://kitanihon-ss.recruit-jp.com/
世良鉄⼯株式会社 http://www.seratekkou.co.jp/
株式会社魁陽亭 https://otaru-kaiyotei.jp/

合同会社どさんこエナジー ー
株式会社五洋商会 https://5yo.jp/company/company3/
株式会社ゆほびか https://www.yuhobica.jp/

クールチエール株式会社 ー
株式会社アルファ https://www.from-alpha.com/
東亜飯⽥株式会社 https://toaiida.com/

アークコーポレーション株式会社 ー
北海舗道株式会社 http://www.hokkaihodo.jp/

株式会社⼗⻲板⾦⼯業 http://sogame.mints.ne.jp/index.html
岩倉化学⼯業株式会社 https://iwakura-chem.co.jp/

⼤籏建設株式会社 ー
有限会社松尾電気商会 ー

株式会社ファームソレイユ http://www.dreamsite.ne.jp/user/soleil/
有限会社ベッツサッポロ https://lotus-petal.jp/

有限会社マルホン⼩⻄漁業 https://maruhon-bigcatch.com/
株式会社押⾕ファーム ー

マルトマ苫⼩牧卸売株式会社 http://www.marutoma.com/
砂原 政広 https://sunahara.tkcnf.com/

有限会社江別ヤマト種苗 ー
株式会社トメダ http://www.tomeda-k.com/

有限会社⼩野鉄⼯ http://www.onotekko.com/
⻄澤設備⼯業株式会社 https://www.nishizawasetsubi.co.jp/

𠮷川⾷品株式会社 https://yoshikawafoods.co.jp/
⽇本⾷品製造合資会社 http://www.nihonshokuhin.co.jp/

トナミ⾷品⼯業株式会社 http://www.tonami-foods.co.jp/
株式会社⾼橋牧場 https://www.niseko-takahashi.jp/farm/

アイビック⾷品株式会社 http://ibic.info/
株式会社キッチンワークス https://www.ktn-works.com/

株式会社⼩島鉄⼯所 ー
菱中産業株式会社 https://www.hishinaka.com/
株式会社鈴建興業 http://suzuken-kogyo.com/

株式会社ワシダ商会 https://washida-s.co.jp/
川合 英徳 ー

株式会社SRテクノ http://www.sr-tecno.co.jp/company/
株式会社とかち耕産 ー
株式会社ライクネス https://www.likeness.biz/
道興建設株式会社 http://dohkoh.jp/

有限会社糠⾕鉄⼯所 http://furano-nukaya.com/
マルジュウランバー株式会社 ー

⼤⾕ 昭仁 ー
⼭内 健嗣 http://www.ys-dental2005.com/

株式会社MILE SHARE https://mileshare.jp/
鎌⽥ 靖 http://kamada-shikaiin.com/

帯瀬鉄⼯有限会社 ー
株式会社帯広⼟⽊設計 ー

株式会社鏑⽊商店 https://toyooka.wixsite.com/kaburagi-shouten/
株式会社らくらダイニング http://www.lacura-dining.com/
株式会社イーリオ・ランド http://ilio-land.com/

アラタ設計株式会社 ー
株式会社タナカコンサルタント http://www.tanakaconsul.co.jp/

⽊村製菓株式会社 http://www.kimuraseika.com/
株式会社藤井 http://www.beans-rice.co.jp/

北海道北三株式会社 http://www.hoxsapporo.co.jp/
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北⾒第⼀⽊材株式会社 http://kitamidaiichi.main.jp/
株式会社 TOP AUTO FACTORY https://top-auto-factory.com/

トータル企画株式会社 http://www.total-kikaku.co.jp/
渡部 哲也 https://taihei-shika.com/

有限会社フレスコ ー
株式会社OFFICE TEC ー

株式会社あんぐらエナジー ー
株式会社フリック ー

株式会社ワンズエージェンシィ http://www.ones-a.co.jp/
株式会社オダ⽔産 ー

⿊千⽯事業協同組合 https://kurosengoku.or.jp/
松崎ビル株式会社 http://www.matsuzaki-bldg.com/
三共建設株式会社 ー
有限会社後藤商会 http://autog510.sakura.ne.jp/
有限会社河⽥鐵⼯ ー

株式会社コードデザイン https://codezz.net/
株式会社シューファクトリー・ブンゾー ー

株式会社エコテック・ワン https://www.ecotec-one.com/index.htm
⼤和ステンレス⼯業株式会社 http://www.daiwa-stainless.co.jp/

北光印刷株式会社 ー
株式会社鉄鋼クリエート ー

有限会社⽯橋⽯油 ー
千歳市環境整備事業協同組合 https://web-ckk.com/

松倉 ⼀朗 ー
株式会社LilyGarden ー

⽇本動物特殊診断株式会社 http://ndts.co.jp/
萌州建設株式会社 http://housyu.co.jp/

有限会社札幌⾷品サービス ー
株式会社⼭川⼯業 ー

桐⾕建設⼯業株式会社 ー
河⻄建設株式会社 http://www.kawaken.biz/
株式会社Groony https://www.groony.co.jp/

媚⼭鉄⼯株式会社 http://kobiyama.co.jp/
株式会社トーホーエンジニアリング http://toho-engineering.jp/

株式会社三島組 ー
株式会社プラテック http://www.plateck.jp/index.html
有限会社アミューズ https://www.amuse-club.jp

合同会社Straight ー
有限会社深井 https://www.fukai-insu.jp/

BULB株式会社 https://bulbcorp.jp/
合同会社グロウコンサルタンツ ー

⼟橋⼯業株式会社 http://www.tutihashikougyou.co.jp/
株式会社まるは製麺所 ー
株式会社マスバリュー https://www.massvalue.co.jp/

有限会社トヨニシファーム https://toyonishifarm.co.jp/
藤原 雅史 ー

有限会社⾚塚板⾦⼯業 https://www.akaban.jp/
株式会社Harapeco http://harapeco.sakura.ne.jp/
株式会社shigi31 ー

興北建設株式会社 ー
有限会社ホテル⼗勝屋 https://www.gardenshotel.jp/

株式会社⼩⽟ ー
⽊⼾ 祥智 https://yoshi56311.jimdofree.com/

有限会社武⽥⽶穀店 ー
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株式会社正⽂舎 ー
株式会社グラフィックファーム https://graphicfarm.jp/

有限会社三和印刷 https://sanwa-pt.co.jp
有限会社イマージュ http://www.image-stage.com/

川中 政治 ー
⼯藤 明⽂ ー

株式会社⽩崎建具製作所 ー
苫⼩牧ガス株式会社 https://www.tomagas.co.jp/

株式会社モダンデンタルラボラトリー ー
平⽥ 徹 ー

株式会社プロフェッショナル ー
株式会社MMCフードサービス ー

尾崎 純⼀ http://ozaki-dental.net/
有限会社⾁の⼭本 ー

株式会社ハッピーゲート ー
菅野左官株式会社 http://kanno-sakan.jp/

滝⼝ 貴啓 http://tatami-miyazaki.jp/
株式会社Furukawa https://louk8kiim.jbplt.jp/
株式会社新保商店 http://www.shinbo-syoten.co.jp/

株式会社ひだかC.L.C https://hidakaclc.com/
株式会社こんや鍼灸整⾻院 ー

有限会社バイオインプラントセンターT ー
有限会社ツーエイシステムズ http://www.aa-systems.co.jp/index.html

佐呂間開発⼯業株式会社 −
株式会社NPF・エスペリオ https://esperio.co.jp/

株式会社アオキ https://aokizirushi.com/
マルト東和開発株式会社 http://towa.e-arc.jp/

リノベ札幌株式会社 https://renoves.jp/
鷲尾ウッドワーク株式会社 http://www.washio-wood.co.jp/

株式会社イー・カムトゥルー https://www.e-cometrue.com/
有限会社九建 −
藤原 秀光 http://premiere-dental.com/

株式会社宮⽥建設 http://www.kmk.co.jp/
有限会社丸森三栄技建 −

芙蓉建設株式会社 −
有限会社松⼭商店 −

滝澤ベニヤ株式会社 https://www.takizawaveneer.co.jp/
株式会社T-aim http://www.t-aim.jp/

草野作⼯株式会社 https://www.kusanosk.co.jp/
株式会社⾼⽊組 http://www.takagigumi.jp/

株式会社エルムデータ http://www.elmdata.co.jp/
株式会社キュウホー https://q-hoe.com/

株式会社ArtBrain ー
株式会社レイワ ー

株式会社キダヒロ ー
千歳印刷株式会社 https://chitose-printing.com/

柴⽥ 慶郎 http://www.shibata-dent.com/
函館北栄株式会社 http://www.hakodatehokuei.com/

有限会社エムエー保険サービス http://www.ma-hoken.co.jp/
株式会社マルワ製麺 https://www.maruwaseimen.co.jp/

有限会社アルミホイールメンテナンス札幌 https://www.awmsapporo.co.jp/
有限会社イー・トレンドライフ https://www.e-trendlife.com/

環境⼤善株式会社 https://kankyo-daizen.jp/
近藤 英⾂ http://www.kondo-dental.net/
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株式会社草塩建設 http://kusashio.co.jp/
株式会社にきや ー

吉住 彰郎 ー
松嶋 宏篤 https://www.matsushima-dental.jp/

⼤雪運輸株式会社 ー
帯広鋼板株式会社 http://obihirokouhan.bhp-ic.jp/
株式会社オオニワ ー

有限会社トムラウシ⾁⽜牧場 ー
株式会社ＮＥＸＴ ー

北洋⾃動⾞株式会社 http://www.hj1966.com/
株式会社⻑沼あいす http://icenoie.info/index.html
株式会社北海道名販 http://www.kinoko-oukoku.com/
有限会社オックス https://www.dekkaido-hoken.com/
新栄緑化株式会社 ー

⽇新インテック株式会社 https://nissin-intec.co.jp/
千葉 靖 https://www5.hp-ez.com/hp/tibakikou/

有限会社⾜⽴電気⾃動⾞⼯業所 https://yakumo-adachi.com/
⽇建⽚桐リース株式会社 http://www.katagiri-g.com/nikken/

有限会社安⽥⼯業 ー
三九建設株式会社 http://www.sankyu-39.co.jp/

株式会社丸七⾼橋組 ー
新昌建設株式会社 http://www.shinsho-c.co.jp/

辻野建設⼯業株式会社 http://tsujino-gr.co.jp/
株式会社エルム ー

有限会社アースベッツ https://www.earth-pet.jp/
横⼭ 恵⼦ ー

⼤同出版紙業株式会社 http://daido-pr.jp/
株式会社和寒シーズ ー

株式会社フレアサービス http://www.flare.co.jp/
株式会社プラザ http://plaza76.com/

株式会社AK Company https://ak-company.co.jp/
株式会社開発調査研究所 http://www.kaichoken.co.jp/
道南綜合⼟建株式会社 ー

北野 敏彦 http://kitanoshika.com/
⼩林 祐⼆ ー

⽥村 信太郎 https://www.tamura-dc-sapporo.com/
株式会社帯広ジャパン https://obijapan.com/company/
有限会社マルカフーズ ー
株式会社ナリタック http://naritac.co.jp/

株式会社⾶澤⾦属⼯業 ー
帝都建設株式会社 ー
東光舗道株式会社 http://www.tohkoh.jp/
リブラス株式会社 https://livelus.co.jp/
正栄建設株式会社 ー
杉原建設株式会社 http://www.sugihara647.co.jp/wp/

有限会社ファーム花茶 https://www.kacha-ice.com/
株式会社エスアイエス北海道 http://www.sis-hokkaido.co.jp/

株式会社ALT https://a-l-t.net/
栗林建設株式会社 http://www.kuribayashikensetsu.co.jp/
株式会社⼩⾦澤組 http://koganezawagumi.co.jp/
株式会社丸井⽔産 http://maruisuisan-urakawa.com/

有限会社フアミリークリーニング https://family946.com/index.html
雄武⽔産施設利⽤協同組合 ー

株式会社アイスタイル http://i-style2009.com/
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ノフレ⾷品株式会社 https://www.norfre.com/
株式会社⼀宝 https://www.ippoo-japan.com/

苫⼩牧地⽅⽯油業協同組合 ー
東道路株式会社 https://www.azumadoro.jp/

株式会社北海道⼤井 ー
株式会社プリントハウス http://print-house.jp/

中本⼟建株式会社 ー
株式会社カルフールサービス ー
有限会社スージーパーカー https://www.suzy-parkar.com/

茅沼建設⼯業株式会社 http://kayanuma.co.jp/
株式会社⽯井組 http://www.isiigumi.co.jp/

株式会社アクティブ  http://activehoken.co.jp/
協和印刷株式会社 http://www.kyowa-pt.co.jp/
梨⽊⼯業有限会社 ー
羅⾅海産株式会社 https://www.rausu-kaisan.jp/

株式会社オホーツク活⿂  https://www.okhotsk.co.jp/
株式会社エリアサポート・プロネット https://www.025365.jp/

フィールド・クラブ株式会社 http://www.fieldclub.co.jp/
平沖 匡志 https://ceres-shika.cloud-line.com/

株式会社PAネットワーク http://hoken-guide.com/
有限会社千⽥農園 ー

株式会社トマト保険企画 https://tomato-hokenkikaku.co.jp/
和⼯建設株式会社 ー
株式会社伊⾖倉組 http://izukura.xsrv.jp/wp/

株式会社花論珈琲茶房 https://www.karon-cafe.com/
株式会社相互建設 http://e-sougo.co.jp/

合同会社CHMホールディングス ー
株式会社ウエニシ ー
有限会社橋本興業 ー
緑豊建設株式会社 ー
株式会社旭ダンケ http://www.asahidanke.co.jp/

株式会社インベストほけん https://inbest.co.jp/
こぶし建設株式会社 https://kobushi-construction.co.jp/

岡 正久 ー
株式会社マルイ http://marui-fishmeal.co.jp/

株式会社ピュアライフ https://www.purelife-foryou.com/
株式会社⾕組 http://www.tanigumi.co.jp/

株式会社⼭上⽊⼯  http://yamagamimokko.co.jp/
新⽥ 覚 ー

株式会社HELTEQ ー
株式会社⼗勝ナチュレ ー
⼭⾼建設⼯業株式会社 https://www.yamataka.construction/

⽩崎建設株式会社 http://shira.co.jp/
川上 徹 http://potatoshika.sakura.ne.jp/wp/

⻄⾕ 恭平 ー
有限会社ふれあい保険⼯房 https://www.fureai-hoken.com/

株式会社福地⼯業 https://fukuti.co.jp/
伊藤 拓 ー

川越製袋株式会社 https://kawagoeseitai.co.jp/
北海道総合保険株式会社 https://do-hoken.com/

株式会社ロハス https://bentoss.co.jp/hakodate/
株式会社富⽥組 http://www.tomitagumi.co.jp/

株式会社⽥端本堂カンパニー http://www.tabataweb.jp/index.html
株式会社ティーケーコーポレーション https://www.tk-corp.co.jp/
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伊藤建設株式会社 ー
⻄江建設株式会社 https://www.nishie-co.jp/

株式会社川湯観光ホテル http://www.iionsen.com/
株式会社ミライズ ー

⼭⽥機械⼯業株式会社 https://www.yamada-kikai.jp/
有限会社かとう印刷 https://r.goope.jp/kato-p

株式会社万両屋 https://www.manriyouya.com/
株式会社リスコン ー
有限会社栄和⼯芸 ー

株式会社⼤地 http://daichi-hokkaido.co.jp/
アイト産業株式会社 http://aitosangyo.com/#pagetop

浦本 英⼆ ー
有限会社丸実富⼠屋商店 ー

⾼橋 渡武 https://aoiservice2011.wixsite.com/aoiservice
株式会社ホクミコンサル http://www.hokumi.jp/

株式会社⼭⼆⼯業 ー
⽯⿊ 淳 ー

株式会社宮原組 ー
松⾕建設株式会社 http://www.matsutani-co.com/

有限会社ヤマゲンフーズ ー
ホクホウ建設株式会社 ー
株式会社沢⽥建設⼯業 http://www.sawada-kensetsu.com/

株式会社トモマク ー
株式会社From Uh ー

天塩共同印刷株式会社 ー
株式会社トータルネットワーク https://totalnetwork.co.jp/

株式会社コネック滝川 ー
株式会社⼆⼗四時間 http://24h.co.jp/

株式会社富⼠サルベージ http://www.fujisal.com/
Office⾔の葉合同会社 https://r.goope.jp/officecotono8

株式会社カンディハウス https://www.condehouse.co.jp/
株式会社坂本建設 ー

平⾕折⾕建設株式会社 ー
株式会社ハマノホテルズ https://www.hamano-hotels.co.jp/

株式会社⽇栄建設 https://www.n-nichiei.jp/
苫重建設株式会社 http://www.tomaju.co.jp/

北海道⽣コンクリート⼯業組合 https://www.doukouso.or.jp/
有限会社デザインピークス http://www.dpeaks.com/

有限会社藤澤鉄⼯所 ー
株式会社三和建設 https://sanwa-setana.co.jp/
有限会社タナベ http://tanabe-recycle.com/

株式会社藤岡建設 http://www.fujioka-kensetsu.co.jp/
北⽇本サッシ⼯業株式会社 http://www.kitanihon-sash.jp/

株式会社藤沢⼟⽊ ー
株式会社電建 ー

株式会社層雲閣グランドホテル https://www.sounkaku.co.jp/
株式会社デンショクサービス ー

株式会社時枝⼯業 ー
合同会社札幌⻭科技⼯センター ー

株式会社⼿塚産業 http://tzksangyou.web.fc2.com/
⽇新建設株式会社 ー

イチエイ⼭⽥建設株式会社 http://www.ichiei-kk.co.jp/
鵜野 慶治 ー

株式会社⼤設⼯業 ー
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⼤同産業開発株式会社 ー
中村興業株式会社 ー
株式会社イクシズ http://www.ixiz.jp/
⽇成建設株式会社 http://www.nissei-kensetsu.co.jp/

若⼭ 達利 ー
有限会社道環 https://www.doukan.co.jp/

株式会社MID EARTHS https://www.mid-earths.co.jp/
有限会社ワールド貿易 ー

⼩泉建設株式会社 https://koizumik.co.jp/
髙橋⼟建株式会社 http://www.takahashidoken.co.jp/
株式会社管野組 http://kanno-co.com/
株式会社⼩林組 http://www.kobayashi-gumi.co.jp/pages/index.html

株式会社アーティストリー北⾒ https://www.artistry-kitami.co.jp/
植村⼟建株式会社 ー
東陽建設株式会社 http://www.toyo-ken.jp/

北海道道路保全株式会社 http://www.h-dourohozen.co.jp/
鈴⽊⼯業株式会社 ー
⾕村⼯業株式会社 ー
吉井建設株式会社 http://www.yoshii.co.jp/

株式会社三共後藤建設 http://www.sankyo-goto.co.jp/index.html
拓殖⼯業株式会社 https://takushoku-kk.co.jp/

株式会社北⾒ハーブヒルゴルフクラブ http://www.kitami-herbhill.com/
株式会社⽇研 ー

株式会社俱知安機⼯ ー
新鮮喰味株式会社 http://www.sinsen-gumi.jp/

サッポロ⽇昭⾃動⾞株式会社 http://www.sapporo-nissho.co.jp/
株式会社スポーツショップ古内 https://sp-furuuchi.com/

塩⾒建設株式会社 ー
株式会社コルディス ー
盛興建設株式会社 http://www.seikoh-kk.co.jp/

株式会社ホリモトモールド http://www.kk-horimoto.co.jp/
島牧開発株式会社 ー
株式会社ナカジマ ー

五⼗嵐建設株式会社 https://www.igarashi-kk.co.jp/
⾅井 卓哉 https://break2019.web.fc2.com/

株式会社ATK ー
渡辺農機株式会社 http://watanabenouki.co.jp/
有限会社光盛堂 ー

株式会社アイチフーズホールディングス ー
株式会社協栄⼟⽊ ー
武藤⼯業株式会社 http://mutouco.com/

株式会社イレブンソフト http://11-soft.com/
株式会社チェリーパイ http://cherry-cherry.com/

株式会社Pre-com. http://www.pre-com.co.jp/company/
株式会社恵⽐寿桜 https://ebisusakura.buyshop.jp/
株式会社ムラタ https://www.mega-pri.co.jp/company_info/gaiyou.html

株式会社 i-Fronte http://i-fronte.jp/index.html
五味渕 江利⼦ https://sheepgoat.base.shop/

簔⾕ 秀之 ー
上川⼤雪酒造株式会社 https://kamikawa-taisetsu.co.jp/

株式会社北⾕組 https://www.ki-ta-ya.co.jp/
北成建設株式会社 http://hokusei-kensetu.co.jp/
株式会社⾦⼭若林 ー

的場 直樹 ー
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株式会社FC Operations ー
ランドオフィス株式会社 http://www.land-office.co.jp/

原 博志 https://www.morina-dental.jp/
有限会社孝栄⾦属  https://takae-kinzoku.jp/

⿊⽥ 慎⼀ https://kuroda-dent.com/
中村印刷株式会社 http://n-mark.co.jp/

株式会社エルムホースクリニック https://www.elm-hc.com/
有限会社北海エクスプレス https://hokkai-exp.co.jp/

株式会社⾈⼭農産 https://www.farmfunayama.com/
株式会社丸信増⼭商会 http://www.mcoltd.net/

北海道豊正産業株式会社 ー
稲舩 寛 ー

有限会社エルエービー ー
有限会社マルショウ⼩⻄鮮⿂店 https://www.conisen.co.jp/

雪川醸造合同会社 ー
愛和産業株式会社 ー
須藤建設株式会社 https://sudo-group.com/
丸協⼟建株式会社 https://marukyodoken.com/
株式会社渡辺組 http://watanabe-gumi.com/
株式会社岡崎組 ー

鈴⽊中川建設株式会社 ー
帯広鋼建有限会社 ー
天内⼯業株式会社 ー
寺井建設株式会社 http://www.terai-kk.com/

株式会社データシー ー
株式会社all ー

株式会社北創 ー
株式会社平野鉄⼯所 ー
野澤⼯業株式会社 ー

アフターマーケット株式会社 http://www.aftermarket.co.jp/about/
株式会社Follow https://follow-gym.com/

有限会社サンオープン https://www.kaiyoutei.co.jp/
有限会社エムス計画 http://www.ems-k.co.jp/

村上 令 https://www.portecake.com/
有限会社⻑屋機⼯ ー
有限会社堀⽥機⼯ ー
株式会社⼤坂建設 ー

ヤマグチ鉄⼯株式会社 ー
合同会社カルシ http://karus-farm.club/

株式会社Ver https://tokoharu.simdif.com/
株式会社デンショク ー
豊成建設株式会社 http://housei-kk.co.jp/
有限会社助安農場 https://www.sukeyasu.com/
株式会社重原商店 https://www.shigehara.jp/

株式会社まるや渋⾕⽔産 ー
クオリ株式会社 http://cuori.co.jp/

藤⽥ 匡 ー
有限会社桑原⾃動⾞ https://kuwa-bara.com/

合同会社OMEGAファーマーズ https://www.omega-farmers.jp/
有限会社中札内鉄⼯ ー
⽇の出⼯芸株式会社 https://www.hinode-gr.jp/
北⾠⼟建株式会社 http://www.hokushindoken.co.jp/index.html

本⽥ 俊彦 https://ja-jp.facebook.com/hondacoffee/
HIホールディングス株式会社 http://www.hi-h.co.jp/
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有限会社瀬⼾産業 http://setosangyou.co.jp/
三協建設株式会社 ー

株式会社カンキョウ https://www.tokachi-kankyo.com/
株式会社酪研飼料 ー

有限会社鍋浦のこ⽬⽴センター http://nabeura.com/
有限会社⾺野鉄⼯ ー
平建設株式会社 ー
株式会社ゆたか https://yutaka-web.com/

株式会社北⼭光社 http://kitasan.co.jp/
株式会社アクティブカンパニー https://r.goope.jp/age-style

有限会社キョクトー ー
有限会社清野鉄⼯所 ー

株式会社漢⽅ism http://blog.kampoism.com/
株式会社ChokoChip https://chokochip.jp/

有限会社⽯川設備⼯業 ー
渡辺不動産株式会社 ー

株式会社ワタナベ⾞体⼯業 https://www.watanabe-shatai.com/
株式会社プロフィット https://www.profit-ts.info/
有限会社原⽥⼯務店 http://www.harada-home.com/top.html
第⼀防災株式会社 ー
株式会社北海永徳 https://www.nagatoku.jp/prof/relatedcomp.html
有限会社アニスト http://o-anist.com/

協和ハウス有限会社 http://www.kyowa-house.com/
株式会社ラパンフーヅ https://sapporo-moliere.com/
株式会社カナザワ興業 ー

旭東清掃株式会社 http://www.kyokuto-s.co.jp/
株式会社笹原商産 http://www.sasaharasyousan.co.jp/

有限会社ワタナベ⼯芸 http://watanabe-kogei.jp/
有限会社エルアールランドマーク保険 https://www.lrlandmark.com/

株式会社中⽥組 http://www.nakata-fm.co.jp/
有限会社熊野建具家具製作所 ー

株式会社マグテック ー
北興通信株式会社 https://www.hokko.jp/
株式会社北興建設 ー

槇 敦史 https://makifarmtakasu.wixsite.com/makimai
株式会社エスアンドエスネットワーク http://www.sands-net.co.jp/

株式会社FOOD COLLECT https://food-collect.jp/
株式会社m's marketing http://msmark.jp/

株式会社なると http://naruto-1952.jp/index.html
村上建設株式会社 http://www.murakamikensetsu.co.jp/
株式会社森商店 https://rumoi-jyanome.com/

兼政藤原⽔産株式会社 ー
株式会社春⽊商店 http://haruki-livingfish.co.jp/
渡部⼯業株式会社 ー
株式会社平⽥建設 https://hilata.co.jp/

クワハラ⾷糧株式会社 https://kuwahara-pro.co.jp/
株式会社ホームメイキングサービスM&M http://www.mandm-cop.jp/

株式会社エコロジーシステム http://www.ecology-system.co.jp/
株式会社ホロトラ建設興業 ー

株式会社清⽔建設 https://shimizuconstr.co.jp/
千葉建設有限会社 ー

⼟地家屋調査⼠法⼈共⽣ライズアクロス http://www.kyosei-ra.jp/
陸奥建設株式会社 ー

株式会社北瑛プロジェクト https://bi-ble.jp/
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株式会社豊⽔設計 https://housui.co.jp/
合同会社逢えて ー

有限会社植苗⽊⼯センター http://www.uenae-mokkou.co.jp/
株式会社カズサッポロ http://www.kazu-sapporo.co.jp

有限会社新千歳動物病院 http://www.new-chitose-animal-clinic.co.jp/
株式会社3eee https://3eee.co.jp/

株式会社中⼭⼯務店 http://soubetu-nakayama.jp/
松本建設株式会社 ー
北紘建設株式会社 http://www.hokkoh.co.jp/

株式会社エーデルワイスファーム https://www.someplace-else.com/
株式会社アトリエ・ド・フゥ http://www.patisserie-fou.jp/

税理⼠法⼈エルムパートナーズ https://www.tkcnf.com/elm/
古屋⼯業株式会社 ー

有限会社⼭元抜型製作所 ー
有限会社仁成ファーム https://jinseifarm.wixsite.com/index

有限会社健勝重建 http://kenshoujyuken.co.jp/
Sachi合同会社Cloth＆愛 https://cloth-ai.com/

ミユキコーポレーション株式会社 ー
恩⽥ 政和 ー

有限会社よいところ https://yoitokoro.com/
遠藤産業株式会社 http://www.endosangyo.com/index.php?FrontPage
妻神⼯業株式会社 http://saikami.co.jp/

The北海道ファーム株式会社 https://thehokkaido-farm.co.jp/
株式会社鉄⼭協和組 http://tetsuzan.jp/
株式会社北⽃重建 ー

株式会社参栄 https://sa-n-ei.co.jp/
オリーブ情報処理サービス株式会社 ー

有限会社新川ルル動物病院 ー
株式会社丸誠泰翔⼯業 http://m-taisyou.jp/

株式会社遠藤⽊型 https://endokigata.com/
有限会社中原建具家具製作所 ー

有限会社⼤塚ファーム http://otsukafarm.com/
株式会社TSタカダ http://tp8181.jp/

株式会社エヌボシ・ノムラ https://www.nboshi.co.jp
株式会社ダイチ ー

北⽃徽章株式会社 http://www.hokutokisyou.com/
有限会社共明 ー
下澤 三樹男 ー

室蘭開発株式会社 https://muroran-kaihatsu.co.jp/
⼗勝電材株式会社 http://tokachidenzai.co.jp/
株式会社昭和ビル ー
株式会社梶浦組 ー

株式会社オネスト https://hia-honest.co.jp/
株式会社久保⽥組 ー

栄和サインシステム株式会社 https://www.eiwa-sign.com/
株式会社広信⼯業 https://www.koushin-k.info/

株式会社⽊⼭塗⼯部 ー
さくら佐藤建設株式会社 ー

株式会社サクシン https://sucsin.jp/
株式会社樋⼝ https://www.higuchinet.co.jp/
越⽥ 明浩 ー
嶋倉 直映 http://www.bistro-la-nature.com/

株式会社⼤果 https://h-daika.com/
株式会社セクト https://www.e-sect.co.jp/info/

三洋建設興業株式会社 ー
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⻄⼗勝浄化株式会社 ー
有限会社⼋恵清掃社 ー

⾨⼯業株式会社 ー
株式会社⻫藤⼯務店 ー

有限会社⾦平組 ー
株式会社⾓野組 ー

株式会社篠⽥興業 ー
道路建設株式会社 https://www.douken.co.jp/

アトリエテッラ株式会社 https://atelier-terra.co.jp/
東洋ビル開発株式会社 ー

株式会社佐藤組 http://www.satougumi.co.jp/
有限会社遠藤損害保険事務所 http://www.endouhoken.com/

株式会社キタブツ https://ja-jp.facebook.com/KITABUTSU/
有限会社佐々⽊⾃動⾞ http://www.sasaki-jidousha.com/
⾼橋⼯務店株式会社 ー

株式会社ライム http://www.raim-jp.biz/
⽇重建設株式会社 ー

興農セラミックス株式会社 http://kocera.web.fc2.com/
ソメスサドル株式会社 https://www.somes.co.jp/

有限会社前川機械⼯作所 http://www.maekawa-kikai.co.jp/
有限会社⿅追有沢呉服店 ー
三栄電機販売株式会社 https://www.saneidenki.jp/

齋藤 智博 ー
⽯川 正浩 ー

株式会社理興製作所 http://www.riko-s.co.jp/
有限会社TOGASHI https://togashi-hokkaido.com/

網⾛市廃棄物処理協同組合 ー
窪⽥建設⼯業株式会社 ー
株式会社minorhythm https://www.minorhythm-ets.com/
株式会社マリー薬局 ー

株式会社LifeBag https://lifebag.co.jp/
旭川機械⼯業株式会社 http://asahikawakikai.com/

肥塚 寿史 https://k-oralcare.jp/
有限会社ネクスト https://next-home.jimdofree.com/
株式会社盛永組 http://www.morinagagumi.co.jp/

⻑尾 友⼦ https://otaru.mypl.net/shop/00000355001/
今野 正裕 https://www.hakodate-konno.com/

Textile Import合同会社 ー
株式会社北海道アルファ http://www.h-alfa.co.jp/

株式会社上ヶ嶋⽊⼯ http://resintable.biz/
株式会社北雄産業 http://www.hokuyuu.com/

株式会社⼭鋼 ー
株式会社平塚建具製作所 ー
株式会社中央エンジニア ー

枝幸海産株式会社 https://esasi-hokkaido.shop-pro.jp/
有限会社松⽥砕⽯ http://matsudasaiseki.co.jp/
株式会社エール https://www.ye-ll.co.jp/

株式会社サンライト https://sunlight717.com/
北陽ビジネスフォーム株式会社 https://www.hokuyou-bf.co.jp/

有限会社鈴⽊商店 ー
株式会社パーペル ー

有限会社ワークスコーポレーション ー
有限会社⽥村林業建設 ー

株式会社⽇新鋼機製作所 ー

https://www.douken.co.jp/
https://atelier-terra.co.jp/
http://www.satougumi.co.jp/
http://www.endouhoken.com/
https://ja-jp.facebook.com/KITABUTSU/
http://www.sasaki-jidousha.com/
http://www.raim-jp.biz/
http://kocera.web.fc2.com/
https://www.somes.co.jp/
http://www.maekawa-kikai.co.jp/
https://www.saneidenki.jp/
http://www.riko-s.co.jp/
https://togashi-hokkaido.com/
https://www.minorhythm-ets.com/
https://lifebag.co.jp/
http://asahikawakikai.com/
https://k-oralcare.jp/
https://next-home.jimdofree.com/
http://www.morinagagumi.co.jp/
https://otaru.mypl.net/shop/00000355001/
https://www.hakodate-konno.com/
http://www.h-alfa.co.jp/
http://resintable.biz/
http://www.hokuyuu.com/
https://esasi-hokkaido.shop-pro.jp/
http://matsudasaiseki.co.jp/
https://www.ye-ll.co.jp/
https://sunlight717.com/
https://www.hokuyou-bf.co.jp/


株式会社北海道海洋熟成 https://www.oceanaging.com/
有限会社アーク ー

三葉製菓株式会社 https://www.kitakari.co.jp/
有限会社道北機械サービス ー

株式会社AmbiRise https://ambirise.jp/
村川 真裕 https://murakawa.net/

有限会社ユニオン⻭研 ー
諸岡 亮 https://akaiwaryo-dc.com/

株式会社松⽊測量設計 http://matsuki-ss.co.jp/
⼆⽔測量設計株式会社 ー
アサヒ管財株式会社 https://ask-asahikanzai.co.jp/
有限会社左官釜澤組 ー
有限会社⼤成機⼯ ー

柳 清三郎 ー
株式会社オーシャンプレイス http://oceanplace.jp/
株式会社珈房サッポロ珈琲館 https://sapporocoffeekan.co.jp/

株式会社内ケ島製作所 ー
合同会社ポックル https://pokkur-ah.com/

株式会社丸升増⽥本店 https://www.masuda-net.co.jp/
アライ地所株式会社 http://www.araizisyo.co.jp/

有限会社アイ・エス・アイ https://isi-kk.jp/
有限会社三共 ー

株式会社⽇進商事 ー
株式会社⼩樽グリーンホテル http://the-green.jp/

北海道フード株式会社 https://hokkaido-food.co.jp/
髙橋 ⼀郎 https://www.tkhs946.com/

有限会社コンセプト https://concept-kk.com/
作⽥ 右気 ー
中陳 克哉 ー

株式会社しんじゅ ー
株式会社明光 ー

協同組合ウッディしもかわ ー
有限会社北星農場 ー

株式会社川股設備⼯業 https://kawamata-setsubi.co.jp/
⽯井 良明 http://www.dental-ishii.jp/

株式会社広川⾃動⾞⼯業 http://www.h-garage.co.jp/
有限会社アドレスモード ー

太⽥ 桂資 ー
アルファ計画株式会社 http://www.alphaproject.co.jp/
株式会社札幌⼯業検査 http://www.sakoken.co.jp/index.html

⽜⽥ 幸伸 http://wellgrow.jp/
有限会社イトー緑化 ー

菊地技術コンサルタント株式会社 https://www.kikuchi-gc.co.jp/
ナカムラ技建株式会社 https://www.giken-nakamura.com/

株式会社⿓⽂堂 https://ryubundo.co.jp/
⽯橋 知代⼦ http://ishibashi-dc.net/

有限会社末久⼯販 https://www.suehisa32.com/
⼤開技術コンサルタント株式会社 https://www.daikaigc.co.jp/

上⽥ 敏⽂ http://lavender-dc.com/
株式会社三信 ー

株式会社星組⼟建 ー
株式会社オフィス・エスエムジー ー

株式会社ノースダイヤル https://www.north.ne.jp/
有限会社幸起測量設計 ー
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稲⽥ 純⼀ https://midorinomori-dent.jp/
有限会社⻄間農園 ー

寺尾 光司 https://otaru.mypl.net/article/newopen_otaru/50249
株式会社ダイイチ https://daiichi-gp.co.jp/
有限会社中村商店 ー
ナスコ株式会社 ー

菊地建設鉱業株式会社 https://kikuchikenkou.co.jp/
有限会社ファンズフードサービス https://r.gnavi.co.jp/h053400/

岩坂 憲助 https://www.iwasaka-dc.com/
株式会社⼋雲製材所 https://yakumoseizai.com/

株式会社サンライズ⽊⼯ ー
滝上産業株式会社 ー
株式会社美好屋 ー

⻘⽊建設株式会社 ー
帯広興信株式会社 ー

合同会社メディカルオフィスＫ http://fitness.sam-mok.co.jp/
⽚⼭ 順⼀ https://www.toushunsousha.com/

株式会社よつ葉保険企画 https://my.ms-ins.com/page/?x=0000348818&n=&m=3
株式会社おが和 http://www.sh.rim.or.jp/~ogawa/

鎌⽥ 康雄 ー
株式会社畔⽥商店 https://www.facebook.com//%E7%95%94%E7%94%B0%E5%95%86%E5%BA%97-1432594887021132/

株式会社ひらり https://www.hirari.co.jp/
株式会社感動いちば https://kandou-ichiba.info/#1

株式会社マネジメントサポート ー
株式会社ライズジャパン https://rise-j.jp/

アーク株式会社 http://ark-sapporo.com/
株式会社三笠精算事務所 https://mikasaseisan.co.jp/

株式会社中川建設 https://nakaken-group.com/
有限会社関畳店 https://seki-tatami.com/

エコー保険株式会社 https://www.echo-hoken.com/
株式会社⼤起⼯業 http://www.taiki-ind.com/

株式会社HaReL animal clinic https://harel-ac.com/
千歳⽇成暖房株式会社 https://nissei-danbo.co.jp/

株式会社ライフクリエーション https://e-lfc.com/index.php
株式会社あかつき・みらい保険企画 https://my.ms-ins.com/page/?x=0000328012&n=akatsukimirai

有限会社あさひや https://asahiya-cake.com/
株式会社Ｋ・エンタープライズ ー

宮脇⼟建株式会社 https://www.miyawakidoken.com/
株式会社花輪動物病院 ー

株式会社シモクニ http://www.shimokuni.jp/
⼤鎌電気株式会社 https://www.ookama.co.jp/

株式会社リスク・アイ https://riskeye.co.jp/
株式会社奥原商会 http://okuhara.co.jp/

株式会社川上鐵⼯製作所 https://www.kawakamitekkou.com/
株式会社⼭中海産店 ー
有限会社⼭丁商店 ー

合同会社蝦夷ノ富⼠醸造 ー
平冷プロマリン株式会社 ー

リサイクルファクトリー株式会社 https://r-fact.com/
株式会社アサヒ⾦物 http://www.asahi-kanamono.jp/

有限会社道北トロフィー商会 http://www.d-trophy.co.jp/
株式会社⼭⽥運送 ー

株式会社La Natureve http://la-natureve.com/
尾崎 和郎 https://ozaki-dent.com/
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株式会社ハタナカ昭和 https://hatanaka-gr.co.jp/showa/
協業組合カンセイ http://www.cansay.or.jp/

株式会社函館⾃動⾞整備センター https://kyotsu-hcmc.com/
株式会社ノースエイム https://northaim.co.jp/
株式会社プロファイル http://daihatsu-yoichi.com/company.html

⼭⼝ 朋⽣ https://tom-ac.jp/
迫 健太郎 http://otaru-apple.com/

株式会社勝⼭⾞輌整備⼯場 ー
丸幸鈴⽊建設⼯業株式会社 ー
株式会社イーアンドエム https://www.sapporo-em.jp/

株式会社ipnet http://i-pn.jp/
關⼝ 効雄 ー
千葉 典弘 ー
⽔⼾部 守 ー

株式会社⻫藤ファーム https://www.saitoufarm-kuriyama.com/
越前屋試錐⼯業株式会社 https://www.echizenya-geo.co.jp/

株式会社緑屋 https://www.green-company.net/
株式会社恵本⼯作所 ー

松沢 正宏 http://shindohigashi-matsuzawa-dc.com/
株式会社ナラ⼯業 http://www.narakougyou.com/index.html

チザキ機⼯株式会社 ー
株式会社ハセガワ ー

本郷 哲也 https://hongo-dc-office.com/
楡印刷株式会社 https://nire-net.co.jp/

株式会社アントワーカー http://www.ant-worker.com/
株式会社坂⼝精⾁店 http://sakaguchigroup.co.jp/
株式会社にこRISE ー

株式会社ガーネットベースインターナショナルジャパン ー
有限会社平井測研 https://hirai-sokken.co.jp/

株式会社札幌メンテナンス https://smente.jp/
エネルギーサービス北海道株式会社 ー

藤建設株式会社 https://www.fujikensetu-net.co.jp/
⻘⽊ 和史 http://aoki-dental-clinic.com/

株式会社あさの http://yayoinoyu.com/
有限会社オフィスブレイン https://www.officebrain.co.jp/

有限会社アクティ・サプライ http://www.pcal.co.jp/
株式会社明徳⼯業 ー
有限会社和⽥産商 ー

⽑利 敏昭 https://mohri-dental.com/
有限会社アウトバーン http://www.autobahn-grp.com/

梶川 英和 http://seasow.net/
⼭⽥ ⼀貴 http://www.blan.ne.jp/

株式会社アース技研 http://www.earthgiken.co.jp/
渡邉 諭 https://watanabe-dc.net/

株式会社オホーツククリーンミート ー
株式会社サホロミルクル ー

上野 拓⿇ ー
株式会社プロット http://www.aioi-plot.com/

RIM株式会社 https://my.ms-ins.com/page/?x=0000447972&n=&m=3
株式会社アイグロウス ー

中塚建設株式会社 http://www.e-nakatsuka.com/
株式会社五島軒 https://gotoken1879.jp/
有限会社塗⼯房 https://nuri-kou-bou.com/

有限会社⽊川商店 ー
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有限会社合同保険事務所 https://www.ui-goudou.com/
株式会社ほけんの⼗勝 https://my.ms-ins.com/page/?x=0000319150&n=kubotahoken&m=3

9connexion株式会社 https://9connexion.com/
株式会社武藤興業運輸 ー

合同会社サンエーコンサルティング https://san-a-c.com/
有限会社聖充商事 http://seiatusyouji.jp/

株式会社クオリティライフ https://quality-life-946.com/
株式会社堀江電気 ー
綜合設備株式会社 https://sougou-setsubi.co.jp/

アルティメット株式会社 ー
株式会社ワンダーバール ー

株式会社⻫藤⼯業 https://www.saitou-kogyo.co.jp/index.html
株式会社セフティプランニング⼤吉 ー
北ガスフレアスト函館北株式会社 ー

株式会社⼭⼀佐藤紙店 https://satokamiten.hp.gogo.jp/sp/
登別ガス協同組合 http://www2.bbweb-arena.com/ngk/

渡部 博⾏ ー
オフィス菅野株式会社 https://www.officekanno.agency/

当別舗道株式会社 https://www.t-hodo.co.jp/
河野⼟建株式会社 ー

株式会社インフィニティ https://www.infiniti2008.jp/
株式会社エスポワール ー

株式会社森⽥⼯建 https://moritakouken.com/
株式会社DEEP・BLUE・EYES ー

ホワイトコンサル株式会社 ー
株式会社松澤商建 http://matsuzawashoken.com/
有限会社HOKUTO ー

多⽥ 友彬 http://www.tsukisamu-fdc.com/
株式会社創電 http://www.e-soden.co.jp/
株式会社魅⼒ https://miryoku-hokuto.com/

宮本商産株式会社 https://www.miyashou.com/
カネス ー

株式会社Harapeco https://harapeco.sakura.ne.jp/
住まいの⼾⽥株式会社 ー

中⼭産業株式会社 ー
株式会社弁釜 http://www.benkama.co.jp/

株式会社⻄村組 ー
フジ暖房⼯房株式会社 https://www.fujidanbou.com/

株式会社アウル保険⼯房 https://www.tmn-agent.com/owlins/
有限会社琴似⾓磯ハブタイ屋 ー

有限会社EZOコーポレーション https://ezo.ne.jp/
株式会社ウヤマ https://uyama.co.jp/

株式会社カネス杉澤事業所 https://kanesu.net/group_00.php
有限会社⻑⾕川レッカーサービス http://www.h-wrecker.com/

株式会社マルマサ⻑久保建設 https://www.nagakubo-build.com/
株式会社サトウ https://karamatu-satou.com/

株式会社サンエス ー
株式会社タケトイズ http://taketois.net/

株式会社佃善 https://tsukuzen.co.jp/
株式会社⼤野⼯業マシナリー・プットトゥゲザー http://www.ohnokougyou-mpt.co.jp/

有限会社岳総合製本所 https://www.dake-sogoseihon.com/
株式会社⼩野建業 http://www5.ncv.ne.jp/~onoken/

株式会社アトム農機 http://atomnoki.com/
株式会社AEI INTER WORLD http://aei.ne.jp/

鎌⽥建設⼯業株式会社 ー
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有限会社北栄商事 https://www.kitami-hokuei.co.jp/
株式会社近江⻭研 https://www.o-mishiken.co.jp/

有限会社川森 ー
有限会社カナマル ー
株式会社アイドウ https://aido.co.jp/

株式会社マルコ⼩林 ー
栄建設株式会社 http://www.sakae-con.net/

株式会社まつやコンサルタンツ ー
⾼部電気株式会社 ー

有限会社協和スチール http://www.takafujinet.jp/group/kyouwasteel_outline.html
ＭＳ北海道株式会社 https://shop.smktg.jp/public/seminar/view/35
株式会社⽉寒製作所 http://www.tsukisamu.co.jp/
株式会社関⾕牧場 http://sekitani.com/

有限会社宮越鉄⼯所 ー
Ｙｕｋｉ Ｋａｍｕｉ株式会社 ー

⻄ 弘美 ー
Ｓｏｎ＆Ｈｅｉｒ株式会社 ー

株式会社ノース建設 ー
株式会社藤澤⼯業 ー

株式会社岩崎 https://www.iwasakinet.co.jp/
株式会社ライトン https://www.jabbaring.com/

めむろワイナリー株式会社 https://memurowinery.jp/
末吉 恵美 ー

株式会社総合保障制度事務所 ー
株式会社早⽔組 https://www.kk-hayamizu.co.jp/
株式会社⼤歩 https://dive-hads.com/

有限会社オイルショップ⼤野 ー
株式会社ハーベリィ科学研究所 https://herbery.jp/

株式会社⻑勢紙業 ー
松本 和久 https://mdo-mtis.com/

株式会社トンデンファーム ー
株式会社キョクオー ー
株式会社フォース ー
ＨＲＳ株式会社 https://h-r-s.co.jp/
株式会社コナ http://easeah.com/

登建設⼯業株式会社 ー
株式会社プリプレス・センター https://pripress.co.jp/

株式会社イーストコーポレーション http://east-corporation.com/sp/
株式会社牧家 https://www.bocca.co.jp/

株式会社アイキ産業 ー
東海建設株式会社 http://tokai-k.jp/

安藤 誠 ー
合同会社すまい ー

株式会社ブレンドワークス https://www.yozojin.com/
株式会社あるらぼ ー

有限会社海鵬フーズ ー
ＪＮＴ株式会社 ー

株式会社フーズ・ワン http://foodsone.jp/
株式会社ショウトク http://www.syoutoku.com/

飯野 護 http://www.harukoma-dental.com/
株式会社さくらコミュニティサービス https://sakura-cs.com/

種⽥ 知格 ー
加藤 久尚 https://dental-kato.com/

カヤノ鉄⼯株式会社 https://www.kayano-tekko.com/
株式会社リスクサポート ー
札幌塗装⼯業株式会社 http://www.sapporo-tosou.co.jp/

令和３年度
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有限会社⽇勝観光 ー
株式会社佐野管業 ー
株式会社Frangetta ー
⾚坂理容合同会社 ー

有限会社福⼠サービス https://fukusiss.com/
株式会社アシスト https://www.assist-inc.net/index.html
急⾏運送株式会社 ー
株式会社⽵中配管 ー

有限会社京屋呉服店 https://kyo-ya.jp/
有限会社桜井塗装店 ー
株式会社千葉建設 ー

株式会社三星 https://yoitomake.jp/index.html
丸和信和建設株式会社 http://www.shiretoko-shs.jp/

恵庭まちづくり協同組合 http://www.eniwa-ciu.jp/
北信興産株式会社 ー
及川産業株式会社 https://www.oikawa-s.com/

株式会社グリーンプレイス ー
⼯藤建設株式会社 http://kudokensetsu.com/

株式会社アシスト不動産 http://assistfudousan.cbiz.co.jp/
株式会社⽯岡組 http://www.ishiokagumi.jp/

株式会社ニコー流通 http://niko-ryutsu.co.jp/
株式会社誉⾷品 http://hakodate-homare.com/

株式会社ダイゼン https://daizen-net.com/
伊貸 ⼤晃 ー

有限会社アルフ ー
三栄紙料株式会社 ー

三和建設⼯業株式会社 https://sanwa-ci.com/
株式会社TASK http://www.hakodate-task.com/
株式会社クレバ http://creva-h.com/
東⼯業株式会社 https://www.azumakougyou.co.jp/index.html

⽑笠コンクリート株式会社 http://www.kegasa-concrete.com/
株式会社ジオックス https://ziox.co.jp/
⾨脇建設株式会社 ー
株式会社リライド ー
有限会社北進機⼯ ー

株式会社ベストプランナー https://bestplanner946.com/
株式会社対⾺電設 ー
株式会社サンポー ー

館脇電気⼯業株式会社 ー
株式会社知床グランドホテル https://www.shiretoko.co.jp/

株式会社三協設備 ー
⽴川⼯業株式会社 http://www.tachikawa-kk.co.jp/

⽯狩新港機械⾦属⼯業協同組合 http://www.ishikari-imc.com/
北包連株式会社 https://www.hopporen.co.jp/

株式会社ミュートネット http://www.mutenet.co.jp/
サテラホーム有限会社 https://satera-home.net/
株式会社⽇進製作所 http://www.nisshin-ss.co.jp/
株式会社アプロス ー
宮永建設株式会社 https://www.miyanaga-net.co.jp/

有限会社アート・クリエート http://www.art-cr8.co.jp/
栗建機⼯株式会社 ー
株式会社マルカツ http://yoshidashinbunten.com/

有限会社林⾃動⾞整備⼯場 ー
有限会社道央興産 ー
株式会社新橋機電 ー

有限会社つばさプランニング ー
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横内林業株式会社 ー
南建設株式会社 https://minamik-kk.co.jp/

悠翔企画株式会社 ー
有限会社阿部⽔産 ー

株式会社アーバンＵＣ http://www.urbancopy.co.jp/
株式会社村上建設 https://www.murakami-kensetsu-hakodate.com/
北成⼟⽊株式会社 ー

ユニバーサル・システム株式会社 https://www.us-kk.co.jp/
株式会社ジャスト・カーゴ http://www.just-cargo.jp/
札幌⼿稲⼯業団地協同組合 https://www.teine.or.jp/

株式会社王勝設備 https://ohsho-setsubi.com/
株式会社クリエイティブ・ケイ https://www.creative-kei.co.jp/

みどり建⼯株式会社 ー
株式会社吉本組 http://yoshimotogumi.co.jp/
寿産業株式会社 https://www.kotobuki-sangyo.com/
株式会社武⽥組 ー

株式会社ネイビーズ・クリエイション https://www.navys.co.jp/
株式会社草別組 ー

株式会社⻄村鉄建⼯業 https://ntgroup.jbplt.jp/
空知⽇⽯株式会社 https://www.sorachinisseki.com/

株式会社新明和製作所 http://www.shinmeiwa.co.jp/
有限会社⼯務カワムラ ー

三洋興熱株式会社 https://eco-sanyo.co.jp/
⼩⼭内建設株式会社 http://www.osanai-k.jp/

株式会社堀電気 ー
株式会社髙⽥精密板⾦⼯業 http://www.takadaseimitu.co.jp/

中野 正⺒ ー
⼤富⼯業株式会社 http://www.otomi.co.jp/

⽩⼾ 政敏 ー
株式会社北⽃建設 ー
株式会社三津橋 http://mitsu-hashi.co.jp/

株式会社⻄⼭⼯業 ー
星組渡辺⼟建株式会社 http://www.hoshigumi.co.jp/top/top.html

切留 綾⼦ ー
有限会社⽻⽥建設 https://hadakenh.wixsite.com/hadakensetsu
株式会社吉川建設 ー
株式会社Asrises ー

株式会社旭広尾エンジニア ー
松浦 司 ー

株式会社出⼝組 http://www.deguchigumi.co.jp/
北海道道路エンジニアリング株式会社 http://www.hdeng.co.jp/

株式会社ふじ研究所 https://fuji-technology.co.jp/
株式会社今井⼯務店 http://imai-koumuten.jp/

株式会社富川⾃動⾞学校 https://www.tomikawa-ds.com/
株式会社ＥＶＯＴＥＣＨ http://evotech2008.com/
札幌駐⾞場管理株式会社 ー

株式会社三光 http://www.35inc.com/
株式会社タマテック https://www.tamatec.co.jp/
神⾕農産株式会社 ー

⾕⼝ 智則 ー
三千櫻酒造株式会社 https://michizakura.jp/

寺町 智彦 ー
按⽥ 吉久 ー

北村林業株式会社 http://kitamura-ringyou.com/
株式会社ニッショウ http://www.nissyoprecut.jp/index.html

服部 弘 ー
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株式会社北海道スクリーン製作所 https://www.hokkaidoscreen.com/
永⽥製飴株式会社 https://www.nagata-candy.jp/

株式会社成和 ー
株式会社⼯藤建設 ー
株式会社花井組 https://www.hanaigumi.com/

協和化⼯株式会社 ー
株式会社櫻井千⽥ http://www.sakuraigumi.co.jp/

株式会社釧路鉄筋⼯業所 ー
株式会社イソジェック http://www.isojec.com/

株式会社エジソンブレイン https://edisonbrain.jp/
株式会社ネオリサイクル https://neo-recycle.com/

株式会社⽔章⼯業 ー
株式会社エイト設計 https://www.eight-sk.com/
株式会社新⽣⼯業 ー
武⽥建設株式会社 http://www.takeda-kensetu.co.jp/
有限会社菊池⽔産 ー

株式会社アイケーフーズ ー
丸北三建⼯業株式会社 https://www.marukitasanken.co.jp/

札幌市管⼯事業協同組合 https://www.sakkankyo.or.jp/
⾼橋 ⾠天 ー

恒星設備株式会社 https://kosei-setsubi.co.jp/
樋⼝ 雅俊 https://s-taihei-do.com/

株式会社ｎｏｒｔｈｃｌｏｖｅｒ https://north-clover.com/
株式会社紋別砕⽯舗道 ー

株式会社住友建設 ー
株式会社曲⼩⼩倉⼯務店 http://www.ogurakoumuten.com/
株式会社曲⼩⼩倉⽊材店 http://www.ogurakoumuten.com/mokuzai/

有限会社⼭崎牧場 ー
株式会社函館ホームエンジニアリング http://www.h-homeeng.com/

久保⼯業株式会社 http://www.kubokougyou.com/
有限会社むつみ恒産 https://r.goope.jp/mutsumikaigo

上⽥ファーム株式会社 https://uedafarm-tomamae.com/
桑原冷熱株式会社 https://www.kuwabara-net.com/
株式会社⼩松組 ー

株式会社新拓建設 ー
中⼭ 賢⼀ ー
⼯藤 ⿇希 https://www.fukuzumi-dental.com/

株式会社セイケン ー
三友⾃動⾞興業株式会社 https://sanyu-jidosha.com/

和⽥ ⾠憲 https://dentaloffice-partners.com/
株式会社タカフジ http://www.takafujinet.jp/index.html

細⽥ 佳三 ー
⾺場 雅⼈ https://babadent.jp/

株式会社丸友ホッカイゴム http://www.hokkaigom.co.jp/
萬⽊建設株式会社 https://mamboku.p-kit.com/

北海道農販株式会社 http://hokkaido-nouhan.co.jp/
株式会社コウナン ー

株式会社別海 ー
ＨＴＭ株式会社 https://www.htmniseko.com/ja/

株式会社⼭⼝⼯業所 ー
有限会社エイブル ー

カワマタビルド株式会社 http://kawamatabuild.co.jp/
北海ハウス株式会社 ー

さくらライフデザイン株式会社 https://www.sakuralifedesign.com/
株式会社知床プリンスホテル https://www.kikishiretoko.co.jp/

north handling株式会社 ー
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堀⽥ 泰久 ー
株式会社スター・ウェッジ https://www.starr-wedge.co.jp/

株式会社トワニ https://www.towani.co.jp/
株式会社中村電気 https://nakamura3150.com/

苫⼩牧管⼯事業協同組合 ー
極東⾼分⼦株式会社 http://kyokutou-koubunshi.jp/
株式会社ベルディ http://www.verde-japan.co.jp/

株式会社マルキン⾦⼀⽔産 ー
株式会社岩崎組 http://iwasaki-gumi.jp/

情報創造事業協同組合 https://id-hokkaido.jp/
株式会社岸本組 https://www.kishimoto-group.com/company/kishimoto/

株式会社吉⽥⾷品 https://www.o-kashi-yoshida.com/
株式会社おがた http://kaisouya.com/

有限会社北進設備⼯業 http://www.hokushin-sk.co.jp/
有限会社⼩⾕商店 ー

株式会社前組 ー
佐藤 和也 ー

有限会社サンライフ ー
折笠建設株式会社 http://www.orikasa.co.jp/

三協機械建設株式会社 ー
株式会社タカサキ電設 ー

若杉商会株式会社 http://www.wakasugi-s.com/index.html
有限会社今井総合保険システム ー

株式会社松永園 ー
株式会社北海道パレットリサイクルシステム https://www.prs-dd.com/

株式会社錦華園 ー
有限会社カクタ ー

合同会社improve ー
松⽊設備保温⼯業株式会社 http://www.matsukisetsubi-kk.com/
株式会社MSパートナーズ https://www.ms-partners.info/index.html

ＨＫＢ株式会社 http://hkb.jp.net/
株式会社グロウコーポレーション ー

株式会社佐藤商會 ー
合同会社まきの農園 ー

株式会社⾼橋組 http://www.tag-ie.com/
有限会社札幌すこやか介護サービス http://www.kaigo-sukoyaka.co.jp/

有限会社和⽥⻭科技⼯所 ー
株式会社アスカ保険エージェンシー ー

桑原電⼯株式会社 https://www.kuwabara-net.com/
北海道衛⽣⼯業株式会社 http://hokkaido-eisei.jp/

株式会社アスビック https://asbic.com/
株式会社国縫モーター商会 ー

株式会社ホクエー http://www.okhotsk.or.jp/hokue/
藤⽥建装⼯業株式会社 https://www.fujita-kensou.com/
中⼤開発興業株式会社 ー

有限会社⽥岸建設 ー
株式会社近藤塗装店 ー

⽥島緑地前川コルポラッション株式会社 ー
株式会社マルトヨ渡島⼟⽊ ー

有限会社ラシック ー
株式会社⿊の兄弟 https://hakodate-kuronokyodai.com/
岡本建設株式会社 ー

株式会社⼭岡建設⼯業 ー
網⾛⼯業株式会社 ー
桑原電装株式会社 https://www.kuwabara-net.com/
塩川建設株式会社 ー
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株式会社シンセイ ー
東邦コンサルタント株式会社 http://www.toho-con.co.jp/

有限会社武⽥花光園 ー
⼤真エンジニアリング株式会社 https://hp.daisin-e.co.jp/

北海畠中建装有限会社 ー
北⽇本精機株式会社 https://www.ezo-brg.co.jp/

北海道物流開発株式会社 https://www.hbk.biz/
有限会社エーワン ー

社会保険労務⼠法⼈村上労働⾏政事務所 https://www.murakamirousei.com/
有限会社花みず⽊ ー
株式会社只⽯組 http://www.tadaishi.jp/

千葉電気⼯事株式会社 https://chibadenki.info/
渡辺 鋭司 ー

マルイチダイ⼤場⽔産株式会社 https://maruichidai.jp/
株式会社インブルーミー https://inbloomy.co.jp/

⾼道 豊 ー
エス昭和コンクリート株式会社 ー

阿部電気⼯事株式会社 ー
株式会社壮匠建設 ー
⿊光建設株式会社 ー

株式会社タヤ運輸建設 ー
株式会社渡辺興業 https://www.watanabe-kogyo.info/

有限会社福岡測量設計事務所 ー
株式会社北信開発コンサルタント ー

株式会社緑進 ー
株式会社LIC https://www.lic.ne.jp/

友常建材株式会社 ー
⼩⾕産業株式会社 ー
株式会社夏井坂組 ー

北海⼟⽊⼯業株式会社 ー
富樫建設株式会社 http://www.togashi946.com/
株式会社⽇建⼯業 http://www.nikken-kougyou.com/

株式会社中野板⾦⼯業 ー
合同会社希楽 https://disability-services-and-support-organization-2063.business.site/

道南ハイヤー株式会社 http://www.smile-taxi.com/
半⽥ 豪 http://handa-body.jp/

株式会社キュー・アンド・シー https://qandc-lab.com/
⽇本マーキング株式会社 http://nihon-marking.co.jp/
札幌ボデー⼯業株式会社 https://www.sapporo-body.co.jp/
株式会社丸本本間⽔産 ー

株式会社若⼭建設 https://www.wakayama-k.com/
株式会社南部電設⼯業 https://nambu-d.com/

徳⽥ 基 ー
松浦建設株式会社 https://www.matsuura-kensetsu.co.jp/

光栄テクノス株式会社 ー
有限会社吉⽥塗装 ー
東部開発株式会社 https://102.co.jp/
有限会社嘉野植⽊ ー

寺島 恵 ー
株式会社ヤマサ真⽥⽔産 ー
有限会社丸五堀川商店 ー

有限会社⽯⽥鉄⼯ ー
横⽥印刷株式会社 https://yokota-p.nss-h.com/

Ｋｅｉｏｈ株式会社 https://keioh.ne.jp/
⿑藤 慎太郎 ー

株式会社クレア http://www.hokkaido-crea.net/
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中村電気株式会社 ー
株式会社三ツ輪⼯業 https://www.mitsuwakougyo.co.jp/

株式会社札幌キムテック ー
株式会社南幌⼟建 ー

由布 新⼀ ー
株式会社テラジマ ー

船橋⻄川建設株式会社 ー
株式会社千葉⼯務店 ー

札幌ベイ開発株式会社 http://sapporobay-gc.com/
株式会社鎌⽥農園 ー

有限会社帯広同和損害保険事務所 ー
東和⾷品株式会社 https://kyokuichi.com/company/touwa/

央幸設備⼯業株式会社 http://www.oukou.co.jp/
株式会社富樫組 https://www.togashigumi.net/

有限会社⾕越印刷 https://denpking.com/
株式会社ひやまスポーツ商会 https://www.hiyamasports.com/

坂本 純 ー
本間 幸徳 ー

株式会社⼯藤組 http://www.ganbare-okusiri.com/
シンセメック株式会社 https://www.synthemec.co.jp/
ライフ⼯業株式会社 ー
株式会社丸⽃⼯業 http://kk-maruto.co.jp/

株式会社キャラベル ー
⽊下 郁美 ー

株式会社ミツウマ http://www.mitsuuma.co.jp/
有限会社伊東⼯業 ー
錦産業株式会社 https://nishikisangyou-inc.jp/

⼤平洋建業株式会社 https://www.t-kengyo.com/
株式会社ホテルニューエサシ https://primenet2010.biz/newesashi/

中嶋 健哉 ー
有限会社室⾕塗料店 ー
株式会社柴継⼯業 ー
⼤陸建設株式会社 https://tairiku.net/

有限会社若⽊ファーム ー
株式会社⼩原 ー

橋場産業株式会社 http://www.hashibasangyo.jp/
有限会社バイクプラザメカドック https://mechadock.com/

株式会社シンセイ⾃動⾞⼯業 ー
合同会社kakeL ー

梶原電気⼯業株式会社 ー
株式会社BIRTH https://dobirth.co.jp/

株式会社メディカルセンス https://medical-sense.com/
関 智英 https://www.partners-office-seki.jp/

株式会社セカンドタイムズ https://www.eco-hiroba.net/member/detail.php?sn=226
有限会社髙橋加⼯部 ー

有限会社札幌⻭科技巧社 ー
牧野 和幸 ー

マルスイ冷蔵株式会社 https://marusuireizou.co.jp/
株式会社島の⼈ ー

株式会社道南産機 ー
株式会社⼗勝野フーズカンパニー ー

興晋ステンレス株式会社 http://kohshin-sus.com/
株式会社エキスパート https://www.expert-recycle.com/

株式会社札幌義肢製作所 ー
株式会社細畑林業 ー

リーガ測量設計株式会社 ー

https://www.mitsuwakougyo.co.jp/
http://sapporobay-gc.com/
https://kyokuichi.com/company/touwa/
http://www.oukou.co.jp/
https://www.togashigumi.net/
https://denpking.com/
https://www.hiyamasports.com/
http://www.ganbare-okusiri.com/
https://www.synthemec.co.jp/
http://kk-maruto.co.jp/
http://www.mitsuuma.co.jp/
https://nishikisangyou-inc.jp/
https://www.t-kengyo.com/
https://primenet2010.biz/newesashi/
https://tairiku.net/
http://www.hashibasangyo.jp/
https://mechadock.com/
https://dobirth.co.jp/
https://medical-sense.com/
https://www.partners-office-seki.jp/
https://www.eco-hiroba.net/member/detail.php?sn=226
https://marusuireizou.co.jp/
http://kohshin-sus.com/
https://www.expert-recycle.com/


丸福建設株式会社 ー
株式会社ギケン ー

酒井建設株式会社 ー
柳町建設株式会社 ー

株式会社⾼橋⼯務店 ー
株式会社コーサイ http://www.kk-kosai.co.jp/wp/
有限会社池下本店 https://ikeshita-honten.jp/

⼄茂内 正希 ー
村⽥ 典彦 ー
⽥中 亮司 ー
⼭本 孝 ー

株式会社テンフードサービス http://www.tenfood.co.jp/
株式会社⾼橋配管設備 ー

有限会社共⽴印刷 ー
株式会社トゥーハウンズ ー

株式会社⼤東エンタープライズ https://beef-impact.com/company.php
中村 英⼀ http://www.24ken-d.com/

株式会社ベルフルール https://bellfler-belta.com/
株式会社ヤブシタ製作所 http://www.y-seisakusho.co.jp/

株式会社⼭⼝技研コンサルタント ー
⽊⽥ 智久 ー

株式会社ＯＲＧＯ ー
岩井 宏之 ー

株式会社プライムデンタル ー
株式会社村瀬ファーム ー

株式会社ホクリンコンサルタント https://www.hokurin.biz/
株式会社島本印刷 ー

サン技術コンサルタント株式会社 http://www.sun-ohk.co.jp/
北部プラント⼯業株式会社 https://hokubu-p.amebaownd.com/

有限会社三浦製作所 ー
前⽥ 貴則 ー

株式会社⾈⼭組 http://www.funayamagumi.co.jp/
株式会社善寿 ー
吹上 英輝 ー

⼩野 エリナ ー
株式会社レブニーズ ー
空間計画株式会社 https://www.kukankeikaku.co.jp/

北菱イーピーエス株式会社 http://www.hokuryo-eps.biz-web.jp/
株式会社Ｒ．Ｋ企画 ー
株式会社菊地塗装店 ー
株式会社⿇井⽂本 ー
奥⽥⼯業株式会社 https://okuda-industry.wixsite.com/obihiro

道東観光開発株式会社 https://www.takahasi.co.jp/dotoukankou/
有限会社⾼橋建設 ー
中⼭⽯油株式会社 ー
株式会社カドック https://www.kadoc.jp/#section1
株式会社ちあふる http://chiafulu.com/

株式会社⼭カ⼭森製パン ー
株式会社デライト ー

株式会社RHYTHM HAKUBA https://www.rhythmjapan.com/ja/rhythm-hakuba/
株式会社幸成建設 ー
堀設備株式会社 ー

株式会社RHYTHM&BEATS ー
株式会社ベルクオーレ ー

総合ケアサービス有限会社 ー
株式会社永井組 https://nagaigumi.net/
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株式会社本⽥組 http://www.hondagumi.jp/
株式会社ママプラ ー

オホーツクバザール株式会社 https://www.okhotskbazar.co.jp/okhotsk
株式会社タイヨー製作所 https://www.taiyo-seisakusho.co.jp/

株式会社三洋⾷品 https://kanikoubou.co.jp/
網⾛バス株式会社 https://www.abashiribus.com/

株式会社きたみ観光バス https://www.kitamikanko-bus.com/
株式会社磯⾕建設 ー
相互開発株式会社 https://www.sougokaihatsu-kk.co.jp/

⼩林技術コンサルタント株式会社 https://kobacon.jp/
リフォーム成⽥株式会社 ー

旭技建株式会社 ー
株式会社ノースクリエート ー

株式会社耕電設 ー
常盤建設株式会社 ー
⼤伸電設株式会社 ー
村井建設株式会社 https://www.muraikensetsu.com/index.html

株式会社網⾛ハイヤー https://www.abashirihire.jp/
株式会社ヒートマックス https://site.heatmax2009.com/

株式会社⼤望 https://www.taimou.net/
エムズ・インダストリー株式会社 https://msindustry-jp.com/

株式会社昭和熱器⼯業 https://shouwanetsuki.com/
そうご企画有限会社 ー
株式会社みかみ建設 http://otaru-mikami.jp/
池⽥建設株式会社 ー
株式会社カナザワ ー
株式会社⻑崎商事 https://www.nagasakishouji.com/
中保⽯油株式会社 ー
横⼭興業株式会社 https://yokoyamakogyo.co.jp/

株式会社サトー⼯建 http://satokouken.co.jp/
有限会社丹葉ビューティツボイ https://beautytsuboi.hp.peraichi.com/
東陽上村アドバンス株式会社 http://www.t-u-advance.jp/

あい⻭科クリニック ー
有限会社北清アルステックス ー

北⽃⼯機株式会社 https://www.hokutokouki.com/
株式会社北杜設計 https://hokutosekkei.wixsite.com/index
株式会社昇栄興業 ー

株式会社佐原⼯業所 ー
株式会社リペアサービス https://www.repair-service.jp/

美輝塗装 ー
紀の國建設株式会社 https://www.kinokunikensetsu.co.jp/
株式会社若⼭農場 ー
有限会社太陽有機 ー
広⽊⽯油株式会社 ー

株式会社アロー建設 ー
有限会社熊⾕解体⼯業 ー

株式会社若佐組 ー
⼩坂建設株式会社 ー

株式会社OTis http://otis.company/
みかさ⻭科 ー

有限会社上嶋環境営繕 ー
アルケミストコーヒージャパン合同会社 https://www.alchemist-coffee.com/

てらさわ⻭科 ー
くろさわ⻭科クリニック https://www.kurosawa-dental.com/

有限会社北明保険センター https://www.hokumei-japan.co.jp/
株式会社北村鉄⼯所 http://www.kitamura-com.co.jp/
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三浦印刷株式会社 http://miuraprinting.jp/
牧野⼯業株式会社 http://www12.plala.or.jp/wecando/

⽩⽊建設⼯業株式会社 ー
株式会社リイチ ー

株式会社⻑栄通建 http://www.chouei-t.com
株式会社ハルキ https://mori-haruki.co.jp/

⼟地家屋調査⼠⽟根盛光事務所 ー
ハコー印刷株式会社 ー

中村農場 ー
櫻井牧場 ー

株式会社海幸フーズ https://kaikoufoods.jp/
株式会社健美創 ー

有限会社笈川刃物⼯業 ー
株式会社渡部板⾦製作所 ー

⽯川透税理⼠事務所 ー
株式会社三公開発 ー

安⽥正志 ー
株式会社クドウ https://kudo-prefab-pipe.com/

伊藤隆志⻭科医院 ー
有限会社ダイマルファーム https://www.tokachidaimaru-gyu.jp/

福岡農場 ー
株式会社シー・ブライト https://www.cbright.jp/

株式会社⼀直線道 ー
株式会社ベストミント https://mint-fg.net/

L.O.F ー
株式会社アルファ⽔⼯コンサルタンツ https://www.ahec.jp/index.html

株式会社プレスボード http://press-b.co.jp/
株式会社中浜組躯体興業 ー

株式会社⼟⽊開発センター https://k-dkc.co.jp/
上⽅牧場 ー

あいない⻭科クリニック ー
佐藤農場 ー

株式会社サンコー http://www.sancoh.co.jp/
株式会社⼗勝建材⼯業 ー

株式会社WNK ー
株式会社I.W.A.O Farm ー

株式会社さとう設備 ー
株式会社千葉舗装⼯業 ー

株式会社あい保険グループ http://aihoken-group.jp/
株式会社コンテック ー

株式会社ウッディークラフト https://www.woody-craft.co.jp/
カドルソフトリー株式会社 https://copain-sapporo.com/

上川⼤雪酒造株式会社 https://kamikawa-taisetsu.co.jp/
株式会社⾼橋管機⼯業 http://takahashi-kanki.com/

株式会社⽵中 ー
株式会社宝正設備⼯業 ー

協成建設株式会社 ー
有限会社マルヤ海産 https://www.maruya-ec.com/
有限会社永井畜産 ー

鍋⾕⻭科医院 https://localplace.jp/t100697016/
トム製麺 ー

株式会社えびな建設 ー
アソンブロッソ北海道株式会社 https://www.asombroso.jp/

こじま⻭科クリニック http://kangaroo-no-haisha.com/
株式会社わっか https://wacca-ah.com/

株式会社⼤江建設⼯業 https://www.ooe-kk.co.jp/
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株式会社Office Wa ー
⾼橋興業株式会社 ー

株式会社ソフトネクスト https://www.softnext.co.jp/
有限会社北藤ファーム https://kitafujifarm.jimdofree.com/
株式会社ロードテクノ ー

株式会社芭⾥絵 https://varie-group.jp/
有限会社ワイズスタイル https://piatto.jp/

有限会社⽯⼭農場 ー
株式会社3S https://www.san-es.net/

株式会社野⼝畜産 https://noguchi-farm.net/
株式会社函館酪農公社 ー

内⽥農場 ー
北栄物産株式会社 ー
株式会社わらく堂 https://www.warakudo.co.jp/

川村農場 ー
有限会社太⽥農産 ー
ふくしま⻭科医院 ー

アズマイファーム株式会社 ー
ジーンズショップロッキ http://jeansshoplokki.web.fc2.com/

有限会社⼤貴 ー
株式会社⼤久保電気⼯事 ー

第⼀建設株式会社 ー
カドウフーズ株式会社 ー

株式会社Kaeマネジメント https://www.kae-management.com/
⼭藤三陽印刷株式会社 https://www.sando-sanyo.co.jp/

有限会社北美⾃⼯ ー
株式会社明優 ー

⽔島道路株式会社 https://mizushimagroup.com/company/
Ｇ‐ＣＯＮ合同会社 https://g-con2.com/
荒井建設株式会社 https://www.araikensetsu.co.jp/

保険サービス株式会社 http://www.w-hokenservices.jp/
株式会社柳⾕⼯業 ー

北海道オリンピア株式会社 http://www.olympia-co.co.jp/
株式会社本間解体⼯業 https://honma-kaitai.co.jp/

株式会社イズム・グリーン https://izmgr.co.jp/
ふたば保険設計株式会社 ー

株式会社カネダイワタナベ ー
有限会社平⼭設備 http://www.hirayama-facility.co.jp/company.html

株式会社マルコシ・シーガル http://marche-nemuro.main.jp/
合同会社カーピカ ー

有限会社ケイトプランニング ー
道栄建設株式会社 ー
丸建⼯業株式会社 ー

株式会社⻄塚清掃社 https://zhushihuishexizhongqingsaoshe.webnode.jp/
株式会社末広ボデー http://www.suehiro-body.com/

株式会社北⽴ http://www.hokuritu.jp/
株式会社富⼠雄設計コンサルタント http://fujiyu.co.jp/

有限会社折⼾建設 ー
株式会社アシストタイム https://assist-time.net/

株式会社キセラ ー
合同会社星の⼦ラボラトリー https://www.hoshinoko-laboratory.com/

株式会社真創建 ー
富岡産業株式会社 ー

ザ・ファーストボンド株式会社 http://www.1st-bond.co.jp/
丸⾼⽔産株式会社 ー

深川グリーン⻭科医院 ー
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アルナチュリア株式会社 https://www.alnaturia.com/
株式会社サトウ塗装店 ー

藤内農場 ー
根室交通株式会社 https://www.nemurokotsu.com/

⽩⽯農場 ー
有限会社⾨別清掃社 ー

株式会社サービスライフ ー
株式会社⽥中⽯油店 ー

ハッピーハウス有限会社 https://www.happy-hous.com/homeold
株式会社佐藤鉄⼯所 ー
⻑⾕川建設株式会社 ー

マルナカ松屋商事株式会社 https://matsuya-s.co.jp/
くりやま⻭科クリニック ー

株式会社ハウジング・コバヤシ https://housingkobayashi.co.jp/
マルイ包装株式会社 http://marui-hoso.jp/

村井⼩泉建設株式会社 https://mk-constr.com/
有限会社久保商会 ー

野⼝興業 ー
カネジン⾷品株式会社 https://kanezin.co.jp/
有限会社ダイシン印刷 ー

有限会社福⽥農場 ー
発寒中央⻭科クリニック https://hassamu-chuo-dc.com/

桶作畳店 ー
株式会社⼤野きのこファーム ー

有限会社カネコ⼩松鋼業 https://kkomatsu.jimdofree.com/
株式会社市印相沢⾷料百貨店 https://www.aizawafood.com/

髙橋農場 ー
有限会社興住建装 https://www.510k2.com/

株式会社⼗勝家畜⼈⼯授精所 http://www.taic.co.jp/
有限会社丸中中⾥商店 http://www.nakasato-shoten.com/

株式会社⼗勝ふじや牧場 ー
株式会社北⾒⾞輌部品センター ー

久保農場 ー
建基コンサルタント株式会社 http://www.kenki-c.co.jp/

佐藤農園 ー
⽊幡農場 ー
⼩⼭農場 ー

株式会社エムティーコーポレーション http://www.dainibussan.co.jp/mtc/index.html
株式会社⽑利印刷 ー

渡邊農場 ー
古川建設株式会社 https://www.furukawa-c.co.jp/

株式会社海好 ー
⾼野牧場 ー
⼤椋牧場 ー
串⽥牧場 ー

株式会社エヌ・エヌ・ワイ ー
株式会社OfficeK2 ー
株式会社⽮代⼯業 ー
株式会社マルハリ https://www.koushin-k.info/maruhari.html
株式会社道栄運輸 ー
有限会社T・T・K ー

有限会社佐々⽊⼯務店 ー
有限会社菅原電気 ー
株式会社池上⽊⼯ http://www.kk-ikegami.co.jp/

株式会社ｉｔａｋｏｔｏ https://itakoto.co.jp/
株式会社杢匠 https://mokusho-sp.com/

令和４年度
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有限会社総合サービスセンター http://www.sogo-sc.com/
⽥本農場 ー

有限会社和⽥農園 ー
株式会社TRIBE https://tribe-base.com/

有限会社酒本商店 https://sakemoto.org/
株式会社⾼橋牧場 ー
有限会社新⽣農場 ー

株式会社REALIZE83 http://realize83.jp/
広瀬⾼周波⼯業株式会社 https://hirose01.web.fc2.com/
北海道ニプロ株式会社 https://hokkaido-niplo.jp/

アルファクラフト ー
ダブルブイ株式会社 ー

デンタルクラフト・N ー
株式会社北英建設 http://www.hokuei-cnst.co.jp/index.html

第⼀包装資材株式会社 http://www.no1pac.com/
有限会社能⼾⾃動⾞整備⼯場 https://noto-auto.co.jp/

株式会社菊地組 ー
幌加内⼟建株式会社 ー

株式会社宝成園 http://www.niwapro.jp/
株式会社泰成建設 ー
株式会社ヒシサン https://www.hishisan-g.co.jp/index.html

ナラサキスタックス株式会社 ー
株式会社ハクツ古川建設 http://furuken.org/

株式会社宮⽥電気 https://miyata-denki.com/index.html
ケーキショップおのでら ー

株式会社三浦商店 ー
株式会社北海道名販 https://www.kinoko-oukoku.com/

三ッ輪エンジニアリング株式会社 http://www.mitsuwa-eng.com/
株式会社進興⼯業 http://www.shinko-kogyo.com/
緑川⽊材株式会社 https://midorikawamokuzai.com/index.html

株式会社三建管⼯技研 https://sanken-k.jp/
有限会社ケイアンドエイ http://www.sapporo-k-and-a.jp/

株式会社ノースデンタルコネクト https://dental-lab-218.business.site/
北⽇本産商株式会社 ー

LIBRA Creative Works合同会社 ー
有限会社東和建設 ー

株式会社丸庭佐藤建設 https://www.maruniwasatou.com/
株式会社遠藤組 https://endou-gumi.sakura.ne.jp/wp/
株式会社近藤組 https://kondo-group.co.jp/

株式会社ルートテック⼯業 ー
株式会社モナークイノベーション http://monarch-innovation.jp

三上建設 ー
企業組合ウェルフェアグループ ー

株式会社ドルック http://druck.jp/
株式会社宇佐美商会 https://eukot.co.jp/usami_inc/index.html
道央建装株式会社 http://dououkensou.com/index.html
株式会社イヤクル ー

有限会社サンエイ緑化 ー
株式会社⿊島建設 https://www.kuroshima.co.jp/

カネイシフーズ株式会社 https://www.kaneishi-foods.com/
⽯⽥製本株式会社 https://i-bb.co.jp/

株式会社不動⽊材店 https://fudomokuzaiten.jp/
株式会社たくゆう ー

株式会社伊尾⾃動⾞ http://kobac053.com/index.php
遠藤農場 ー
⽊下農場 ー
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櫻井農場 ー
みなみ合同会社 ー

株式会社Ｃ−ＷＯＲＫＳ https://c-works2022.amebaownd.com/
有限会社第⼀観光 ー
株式会社中川組 ー

合同会社ｃｉｐｏｌｌａ ー
平⽥技術コンサルタント株式会社 https://htc-k.co.jp/wphtc/

道端農場 ー
有限会社内⽥牧場 ー

株式会社⻑沼成吉思汗 http://naganumajingisukan.co.jp/
株式会社道央メタル https://www.douou-metal.co.jp/
株式会社⽇光印刷 http://www.nikko-print.com/
株式会社野⼝商店 https://www.noguti-shoten.jp/

株式会社札幌第⼀⾦属 http://sdk383.jp/
ラサ動物病院 https://www.lasa-ah.com/

株式会社SKタイヤサービス ー
株式会社コンドー興産 https://kondo-group.co.jp/publics/index/33/

横⽥農場 ー
株式会社HALO http://bihoro-anicli.com/

吉村農場 ー
井⾺農場 ー

株式会社NOS http://www.nos-agency.com/#company
合同会社⼗勝とやま農場 http://www.toyama-nojo.net/

有限会社尾野 http://ono-sk.jp/
有限会社紋別家畜診療センター https://248872.net/
株式会社ケイオーハウジング ー

株式会社アールシー ー
森⽥産業株式会社 https://mrt-s.com/index.html

株式会社Ｓｍａｒｔ．Ｄｉｎｉｎｇ ー
有限会社鈴⽊スチール⼯業 ー

有限会社北光⾷品 ー
株式会社ＳＯʼｓ ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ ー

株式会社有賀さく泉⼯業 https://www.arigasakusen.com/
税理⼠岩崎公治事務所 ー

株式会社ラッキー不動産 https://www.luckyfudousan.jp/
株式会社DOVE ー

有限会社たの塗装⼯業 https://www.tano-paint.com/
株式会社霧の下 ー

桑野建設株式会社 ー
株式会社松⽥技術コンサルタント ー

幡本印刷株式会社 https://www.hatamoto.cc/
株式会社空知総合企画 ー

株式会社えぞいち ー
株式会社ノーススターラボ https://northstarlab.co.jp/
株式会社ファームはました ー

株式会社北菱 https://www.e-hokuryo.com/
有限会社⻑澤設備 ー
秋津道路株式会社 ー

⽯川農場 ー
株式会社あるやうむ https://alyawmu.com/

葛⻄農場 ー
株式会社東部第⼀ http://toubu1.co.jp/

⽕ノ川農場 ー
圓⼦⽔産 https://marukosuisan.com/

株式会社美幌⽜肥育センター ー
⼯房みみずく ー
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株式会社⽯垣鉄筋⼯業 ー
株式会社パルク https://www.palkah.com/

有限会社庄島レッカー ー
有限会社⼭下育成牧場 ー

株式会社フェイス http://www.himeshara.jp/
国安産業株式会社 https://kuniyasu-sangyo.com/

上⽥ 博康 ー
グラシアス有限会社 https://ichiryuan.com/

恵⽥農場 ー
クリエイティブラビット株式会社 ー

株式会社ナリテツ http://www.naritetsu.jp/
株式会社宮武建設 ー
株式会社北都建設 ー

⾼清⽔建設株式会社 ー
株式会社アタカ造船所 ー

越善板⾦⼯業所 ー
昭榮電機株式会社 ー

有限会社協栄クリーニング札幌 ー
株式会社彩⼯房 http://sai-koubou.co.jp/

伊藤農場 ー
杉⼭農場 ー

VES合同会社 https://ves2020.com/
株式会社⼩泉機械店 https://koizumi-kikaiten.com/

合同会社D-meta ー
株式会社シバタ鐵⼯業 http://kushiro-shibata.com/
アプリオン株式会社 ー
岡本林業株式会社 ー

株式会社H&M ー
株式会社Steel ー

株式会社⼭崎建設 ー
株式会社⼭崎道路 ー
株式会社⾦⾕造園 ー
株式会社クルーズ http://www.cruisestyle.net

株式会社ＰＬウィズユー ー
株式会社佐藤商会 ー
建設運搬株式会社 https://kensetsu-unpan.com

株式会社学習塾あすなろ会 ー
道東建設⼯業株式会社 https://doto-kensetsukogyo.co.jp/

株式会社橘組 ー
有限会社⽯⼭家具建具店 ー

苗穂倉庫株式会社 https://www.naebo-soko.co.jp/
珈琲⽂庫合同会社 ー

有限会社ダイヤ保険事務所 https://www.daiya-hoken.com/
タカハシライフサポート株式会社 https://www.takahasi.co.jp/hanamizuki/

株式会社ハンキ ー
有限会社尾野ボデー⼯業 ー

株式会社平村建設 https://www.hiramura.jp/
有限会社旭光運輸 ー

森⽥牧場 ー
株式会社若狭電気 ー

共⽴プレス⼯業株式会社 https://kyoritu-press.co.jp/
トーワ計装株式会社 https://www.towatec.co.jp/wp/

磯野⾃動⾞⼯業株式会社 ー
有限会社⽯⿊建設 ー

株式会社シュートテック ー
株式会社中島測量設計 https://nakajima-ltd.com/
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有限会社丹⽻林業 ー
株式会社⽥中⼯業 https://www.otaru-tanaka.com
有限会社テクノ ー

有限会社エー・アシスト https://a-assist-k.com/
株式会社トーテック https://www.towatec.co.jp/wp/

栗原理美容院 ー
株式会社カーオート・ジーエム https://www.cgm-arena.com

湧別⼩型運送株式会社 ー
有限会社佐藤⾃動⾞⼯業 ー
協業組合エクセル三和 ー

ランドマリン測量 ー
株式会社K.Bコーポレーション https://www.kb2006.com/

有限会社ひかり https://hikari-g.jp
株式会社坂⼝製粉所 https://www.kinako.co.jp/

⼭下農場 ー
服部農場 ー

チャイニーズレストラン美華 ー
⽥畑塗装 ー

有限会社ヨコノ印刷所 ー
伊勢⾕時計店 ー
理容ムトウ ー

有限会社従⼆⾕⽶穀店 ー
味処やまもと ー

有限会社みゆき ー
笹浪精⾁店 ー

株式会社よねざわ⼯業 ー
株式会社タカノ ー

有限会社びっくり寿司 ー
市橋建設株式会社 ー

株式会社横⼭サービスセンター ー
株式会社DOSANKO Agri Consulting ー

ランドシステム株式会社 ー
釧根電気⼯事業協同組合 ー
ＡｎｃｈｏｒＷｏｒｋｓ ー

有限会社みやもと家具⾦物建材店 http://miyamoto-kenzai.com/index.html
株式会社バンドウ ー
株式会社浜⽥組 https://www.hamada-gumi.jp/

柴⽥建設株式会社 https://www.shibata-kensetsu.co.jp/
森⾕産業株式会社 ー
株式会社史⽣建設 https://f-kensetsu-r.com/

ケイ・サービスオフィス合同会社 ー
ビッグファイト松本 https://www.ros-bigfight.com
⼭本建設株式会社 ー
ハート有限会社 ー

有限会社イチマル加藤商店 ー
株式会社倉本鉄⼯所 https://www.kuramoto-tekkohsyo.co.jp/

株式会社Achievement ー
三浦造園株式会社 https://www.miura-z.co.jp/
ハーバー株式会社 https://www.haba.co.jp/top/CSfTop.jsp
株式会社⼩野運送 ー

株式会社道栄 https://www.douei1974.com/
株式会社アイワード ー

夢未来フーズ ー
株式会社成友設備 ー
根室清掃有限会社 http://nemuroseisou.com/

釧路スバル⾃動⾞株式会社 http://www.946subaru.co.jp

https://www.otaru-tanaka.com
https://a-assist-k.com/
https://www.towatec.co.jp/wp/
https://www.cgm-arena.com
https://www.kb2006.com/
https://hikari-g.jp
https://www.kinako.co.jp/
http://miyamoto-kenzai.com/index.html
https://www.hamada-gumi.jp/
https://www.shibata-kensetsu.co.jp/
https://f-kensetsu-r.com/
https://www.ros-bigfight.com
https://www.kuramoto-tekkohsyo.co.jp/
https://www.miura-z.co.jp/
https://www.haba.co.jp/top/CSfTop.jsp
https://www.douei1974.com/
http://nemuroseisou.com/
http://www.946subaru.co.jp


株式会社都平昆布海藻 http://www.tohira.com/
本⽥農場 http://www.hokkaido-hondafarm.jp

株式会社深川硝⼦⼯芸 https://fukagawaglass.co.jp
有限会社波多野電気 ー

株式会社マルヨシ吉⽥組 https://maruyoshi-yoshidagumi.com/
永光建設株式会社 ー
株式会社⽥島運輸 ー

有限会社 真野農場 ー
有限会社シャイニング https://www.shining-asahikawa.com/

株式会社岩淵農場 ー
⾓⾕農場 ー

江別⼯業団地協同組合 http://www.ebetsu-kougyou.jp
有限会社道下広⻑農場 ー

古⽥牧場 ー
道南伝統⾷品協同組合 https://dounan-konbu.org/

有限会社びえいグリーン⼯房 https://www.bieigreen-k.com/
株式会社みずほ ー

協同組合津別町道路管理センター ー
⻄澤設備⼯業株式会社 https://www.nishizawasetsubi.co.jp/

株式会社広川⾃動⾞⼯業 ー
新栄⼯建株式会社 https://www.sineikouken.co.jp/
株式会社近藤商会 https://www.kond.co.jp/
上⼝建設株式会社 ー
胆⻄運輸株式会社 ー
有限会社協⽴機興 ー
根室たんぽぽ企業組合 ー
株式会社千葉建設 http://tk-chiba.co.jp/
有限会社三景スタジオ https://www.sankeistudio.co.jp/
株式会社光農産業 ー
滝川クレーン興業株式会社 ー
松原農場 ー
株式会社テスコ ー
株式会社ベックス ー
株式会社共⽴ ー
株式会社広振 ー
株式会社北王サーベイ https://www.hokuo-s.co.jp/
株式会社前⽥組 http://www.e-maedagumi2.com/
株式会社丸北北海道 https://www.marukita-h.co.jp/
⼾井農場 ー
辻農場 ー
有限会社三興農機製作所 ー
スミセキ・ジオテクノ株式会社 ー
有限会社伊⼾川商會 ー
株式会社林⼯務店 https://hayashi-1.jp/
旭川駅⽴売商会株式会社 ー
⼟地家屋調査⼠法⼈⼩⻄事務所 ー
株式会社Ｒｅｃｏｎａ ー
ノルズリゾート合同会社 ー
株式会社三友農場 ー
株式会社⾵景 http://www.countryhomefukei.jp/
株式会社エーアンドエー https://aaa-hokkaido.jp/
株式会社⻄成 ー
株式会社アルテ https://www.b-c-arty.com/
株式会社協和コンサルタント http://www.as-kyowa.jp/
株式会社ジオネット ー
株式会社⼤東フーズ https://daito-foods.com/

令和５年度
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https://www.kond.co.jp/
http://tk-chiba.co.jp/
https://www.sankeistudio.co.jp/
https://www.hokuo-s.co.jp/
http://www.e-maedagumi2.com/
https://www.marukita-h.co.jp/
https://hayashi-1.jp/
http://www.countryhomefukei.jp/
https://aaa-hokkaido.jp/
https://www.b-c-arty.com/
http://www.as-kyowa.jp/
https://daito-foods.com/


株式会社松枝 ー
池尻農場 ー
中⾕農場 ー
株式会社リベラ https://www.shurosihen-b-libera.com/
⽊幡農場 ー
⽇丸⾃動⾞⼯業有限会社 ー
イーアステック株式会社 ー
株式会社サイダ http://otaru-cpo.com/saida.html
鶴雅観光開発株式会社 https://www.tsurugagroup.com/
株式会社ホテル⼭浦 https://www.tsurugagroup.com/
鶴雅リゾート株式会社 https://www.tsurugagroup.com/
株式会社網⾛北天の丘 https://www.hokutennooka.com/
松本⼯業株式会社 http://matsumoto-kogyo.com/index.html
アイラブ⻭科クリニック ー
株式会社北海マテリアル ー
株式会社北川ファーム ー
寺⻄貢 ー
株式会社萌和農場 ー
合同会社圓⼦⽔産 https://marukosuisan.com/
株式会社岡⽥建具製作所 https://okadatategu.com/
植村建設 ー
株式会社Conpace ー
株式会社菊地⼯業 ー
有限会社緑建 https://www.ryokken-tokachi.com/
有限会社三晃 ー
合同会社こんぱす ー
燻製と檸檬Bitters ー
株式会社⽥⻄設計コンサル http://tanishi-sekkei.co.jp/
有限会社DSR ー
株式会社中村商会 ー
らーめん麺GO家 https://mengoya.net/
井尾農場 ー
株式会社マッシモ ー
合資会社旭商店 https://jizakenokuraya.com/

https://www.shurosihen-b-libera.com/
http://otaru-cpo.com/saida.html
https://www.tsurugagroup.com/
https://www.tsurugagroup.com/
https://www.tsurugagroup.com/
https://www.hokutennooka.com/
http://matsumoto-kogyo.com/index.html
https://marukosuisan.com/
https://okadatategu.com/
https://www.ryokken-tokachi.com/
http://tanishi-sekkei.co.jp/
https://mengoya.net/
https://jizakenokuraya.com/



