
都道府県
（）内は連携事業者数

名称 事業者HP

ワコオ⼯業株式会社 http://www.waquo.co.jp/
ワコオクエスト株式会社 http://www.waquoquest.jp/index.php
株式会社ケーアイテクノ http://ki-techno.jp/company/

東邦産業株式会社 https://www.tohosangyo.com/
株式会社北海道丸和ロジスティクス https://hokkaidomaruwa.co.jp/

共通運送株式会社 https://www.kyotsu.co.jp/
有限会社リード物流 ー
内陸運送株式会社 ー
旭運輸株式会社 http://www.asahiunyu.co.jp/

太陽運輸株式会社 https://taiyou-sapporo.jp/
株式会社旭川物流 http://www.a-butsuryu.co.jp/
有限会社⼤壮運輸 http://taiso-exp.com/
株式会社巨都運輸 http://www.misato-tt.co.jp/
株式会社東栄運送 https://www.touei-unsou.com/
株式会社しんじゅ https://sinju.info/

株式会社久⽇本流通 http://www.h-nihon-ryutsu.jp/
株式会社丸和運輸機関 https://www.momotaro.co.jp/

株式会社北海道スタイル http://hokkaido-style.co.jp/
⽇本信達株式会社 http://japan-stt.co.jp/

北海道信達株式会社 http://hokkaido-stt.com/
株式会社アートヒルズ ー
有限会社ピース商会 ー

辻野建設⼯業株式会社 http://tsujino-gr.co.jp/
新昌建設株式会社 http://www.shinsho-c.co.jp/
⾼⽥建設株式会社 http://takada-kensetsu.co.jp/
株式会社セキホク ー
⾼⽥商事株式会社 ー

株式会社きむらクリーニング ー
ヤスダリネンサプライ株式会社 http://www.yasudalinen-supply.co.jp/
有限会社スタークリーニング ー

有限会社楠建設 https://kusunoki-construction.com/
株式会社伊藤⼟建 https://ito-doken.net/

株式会社スリータック https://threetack.com/
根室スチレン株式会社 ー
有限会社⼭下機械店 https://yamashita-kikaiten.com/

株式会社森機械製作所 https://r.goope.jp/mori-kikai
有限会社末廣軒 https://hokuto-jolicreer.com/

株式会社エイチエスケー ー
株式会社宇野牧場 ー
有限会社アドナイ https://www.adonai.jp/
株式会社島売炭所 ー
島商事株式会社 ー

奈井江運輸株式会社 ー
⼭⼝⼟建⼯業株式会社 http://www.naie.jp/kam/yamaguti/yamaguti.html

有限会社ノース・エコプラン http://northecoplan.co.jp/
藤江 和⼦（藤江⾦物店） ー

⽯川 正⼈（いしかわ⽣花店） http://www.naie.jp/kam/isikawa/isikawa.html
⽯川 千津（居酒屋お富さん） http://www.naie.jp/kam/otomi/otomi.html

株式会社⼭本⼯業 http://parl.biz/yamamoto/
⼭本⼯業株式会社 ー

株式会社TYG https://tyg-group.com/
TYGエネル株式会社 https://tyg-group.com/

アビリティネットワーク株式会社 ー
坂⽥組⼟建株式会社 ー
株式会社⼭⼀⼯務店 ー

静内産業⼟建株式会社 ー
有限会社草野住建⼯業 ー

⼭⽥産商株式会社 https://r.goope.jp/sr-01-0130310016/
⼤栄商事株式会社 https://offshore.cafe/

北広島道路維持協同組合 ー
⽥島⼯業株式会社 http://tajimakg.com/

協業組合エクセル三和 https://excel-sanwa.com/
株式会社北流センター ー

鈴⽊造園株式会社 ー
北駿建設株式会社 ー
藤⼭建設株式会社 ー
株式会社ゼンリン https://zenrin-net.co.jp/

株式会社ドリームベース https://dream-base.jp/
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株式会社砂⼦組 http://www.sunagonet.co.jp/
拓友⼯業株式会社 http://www.sunagonet.co.jp/grp_takuyu.php

中央建設運輸株式会社 http://www.sunagonet.co.jp/grp_chuken.php
株式会社N-テック ー

⼀⼆三北路株式会社 https://www.hifukita.co.jp/
ひまわり建設株式会社 http://www.sunagonet.co.jp/grp_himawari.php
株式会社武藤はくぜん https://mutou-h.com/
有限会社武藤フラワー https://www.muto-flower.com/
株式会社豊富はなや https://mutou-h.com/toyotomi/
株式会社ダイゼン https://daizen-net.com/
東成建設株式会社 https://www.to-sei.co.jp/

東神楽電気株式会社 ー
株式会社ダイゼン https://daizen-net.com/

株式会社藤井 http://www.beans-rice.co.jp/
北海丸油株式会社 https://www.nitto-oil.com/

国分北海道株式会社 https://www.kokubu.co.jp/hokkaido/
株式会社ロジネットジャパン https://www.loginet-japan.com/

株式会社ナイス http://www.nicekk.co.jp/
株式会社共同物流 ー
株式会社ホクチク http://hokuchiku.com/

株式会社ホクチクフィード ー
⺠宿きのえ荘 https://kamoenai-kinoesou.jimdo.com/

有限会社いちき岡⽥商店 https://kamoenai-store.com/
⽯狩南部道路維持協同組合連合会 ー

千歳市環境整備事業協同組合 ー
恵庭まちづくり協同組合 ー
北広島道路維持協同組合 ー

ふらのまちづくり株式会社 https://machi-web.furano.jp/
株式会社富良野物産観光公社 https://machi-web.furano.jp/

コミュニティマネジメント株式会社 https://machi-web.furano.jp/
フラノブレ株式会社 https://machi-web.furano.jp/

Being株式会社 ー
カタギリ・コーポレーション株式会社 https://www.katagiri-g.com/

⽚桐機械株式会社 https://www.katagiri-g.com/katagiri/
⽇建⽚桐リース株式会社 https://www.katagiri-g.com/nikken/

株式会社レンタコム北海道 https://www.katagiri-g.com/rentacom/
北海道オフィス・システム株式会社 https://www.katagiri-g.com/hos/

株式会社レンテック https://www.katagiri-g.com/renttec/
北海機材⼯業株式会社 ー

太和興産株式会社 https://www.katagiri-g.com/taiwa/
株式会社e-REVO https://e-revo.online/

シンシアライン株式会社 https://www.sincere-line.com/
株式会社安寿真 https://www.e-azuma.biz/

東 英希 ー
株式会社ニッショウ http://www.nissyoprecut.jp/
株式会社マルミヤ ー

株式会社トッキュウ https://tokkyu-group.jp/
株式会社トッキュウ・ロジ https://logi.tokkyu-group.jp/

株式会社真和建機運輸 http://shinwa-kenki.com/
有限会社有明運送 https://tokkyu-group.jp/ariake/

空知パブリックメンテナンス株式会社 https://tokkyu-group.jp/spm2/spm.html
株式会社介護ケア道央 https://tokkyu-group.jp/d/d.html
株式会社ラックナム http://lakkunamu.net/companyprofile.php

IXCITE株式会社 https://www.ixcite.net/
有限会社フタバスポーツ ー
株式会社北欧スポーツ ー

Popote https://popote2003.jimdofree.com/
株式会社えぞ藤 ー

株式会社廣野建設 https://hirono-kensetsu.jimdofree.com/
株式会社HOPE・創Life https://www.hopesolife.com/

有限会社菅原⼯務店 ー
株式会社アトリエカーサ ー
株式会社札幌型枠⼯業 ー

株式会社アルシスホーム ー
株式会社ほくうん https://www.hokuun.com/

株式会社東⽇本ほくうん ー
藤岡⼯業株式会社 ー
有限会社藤岡商事 ー
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札幌市管⼯事業協同組合 https://www.sakkankyo.or.jp/
央幸設備⼯業株式会社 http://www.oukou.co.jp/

⼤富⼯業株式会社 https://www.otomi.co.jp/
恒星設備株式会社 https://kosei-setsubi.co.jp/
株式会社⽔章⼯業 https://www.suisyokogyo.com/
⽴川⼯業株式会社 http://www.tachikawa-kk.co.jp/
株式会社⽇栄建設 https://www.n-nichiei.jp/
株式会社花井組 https://www.hanaigumi.com

有限会社北進設備⼯業 https://hokushin-sk.co.jp/
株式会社ふじ研究所 https://fuji-technology.co.jp/

丸北三建⼯業株式会社 https://www.marukitasanken.co.jp/
株式会社エムズ・アール https://emuzu-r.jp/
有限会社サポートライフ ー

株式会社プライムツーワン https://prime21h.co.jp/
株式会社プライムランド ー

株式会社スカイ https://www.sky-sapporo.com/
合同会社SKY GREEN ー
合同会社SKY BLUE ー
SITYビル株式会社 ー
SITYLINK株式会社 ー

株式会社スマイルサポート ー
仁⼯業 ー

株式会社北海道スクリーン製作所 ー
有限会社北海道資材販売 ー

有限会社ハル建築 ー
株式会社たか橋建具 ー
えりも⾷品株式会社 http://www.erimonotoki.com/
株式会社⼤平昆布 https://www.taiheikonbu.co.jp/
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