
NO 企業名 中業種 企業名 中業種

1 あすか製薬株式会社 医薬品・医療関連・化粧品 アイリスオーヤマ株式会社 電子・電機

2 エア・ウォーター北海道株式会社 エネルギー エイジス北海道株式会社 その他サービス

3 ハミューレ株式会社 その他専門店 シャープマーケティングジャパン株式会社 その他商社

4 パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 情報処理・ソフトウエア ダイハツ北海道販売株式会社 商社（自動車・輸送用機器）

5 マスダプランニング株式会社 その他サービス トッパン・フォームズ株式会社 印刷・パッケージ

6 丸水札幌中央水産株式会社 商社（水産・食品） リンナイ株式会社 鉄鋼・非鉄・金属製品

7 北海道総合通信網株式会社 通信関連 三甲株式会社 素材・化学

8 日本ハムマーケティング株式会社 商社（水産・食品） 住友林業株式会社 建設・住宅・不動産

9 日本甜菜製糖株式会社 水産・食品 大和ハウス工業株式会社 建設・住宅・不動産

10 東京コンピュータサービス株式会社 情報処理・ソフトウエア 持田製薬株式会社 医薬品・医療関連・化粧品

11 東京海上日動火災保険株式会社 保険 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 情報処理・ソフトウエア

12 株式会社あらた 商社（家具・インテリア・日用品） 日本ハム食品株式会社 水産・食品

13 株式会社アグレックス 情報処理・ソフトウエア 日本食研ホールディングス株式会社 水産・食品

14 株式会社オービックビジネスコンサルタント 情報処理・ソフトウエア 日清医療食品株式会社 フードサービス

15 株式会社クレスコ 情報処理・ソフトウエア 株式会社エイチ・エル・シー 情報処理・ソフトウエア

16 株式会社コロナ 電子・電機 株式会社エネサンス北海道 エネルギー

17 株式会社セノン その他サービス 株式会社ソリューションジャパン 情報処理・ソフトウエア

18 株式会社ニトリパブリック その他サービス 株式会社データサービス 情報処理・ソフトウエア

19 株式会社ホームロジスティクス 倉庫 株式会社トーモク 印刷・パッケージ

20 株式会社ラルズ コンビニエンス・GMSストア 株式会社ナシオ 商社（水産・食品）

21 株式会社リクルート北海道じゃらん マスコミ 株式会社マキタ 機械・プラントエンジニアリング

22 株式会社ロイズコンフェクト 水産・食品 株式会社マテック その他商社

23 株式会社伊藤園 水産・食品 株式会社三菱電機ライフネットワーク 商社（精密機器・医療用機器）

24 株式会社北海道アルバイト情報社 その他サービス 株式会社北陸銀行 銀行

25 株式会社北海道銀行 銀行 株式会社富士薬品 医薬品・医療関連・化粧品

26 株式会社大塚商会 情報処理・ソフトウエア 株式会社川本製作所 機械・プラントエンジニアリング

27 株式会社ＫＶＫ 機械・プラントエンジニアリング 株式会社映像センター 専門・技術サービス業

28 片桐機械株式会社 リース・レンタル 株式会社桂和商事 建設・住宅・不動産

29 理研計器株式会社 精密機器・医療用機器 株式会社桐井製作所 建設・住宅・不動産

30 長田電機工業株式会社 精密機器・医療用機器 渡辺パイプ株式会社 その他商社

31 青山商事株式会社 専門店（ファッション関連） 鶴雅リゾート株式会社 ホテル・旅行

32 ＡＮＡ新千歳空港株式会社 運輸 ＳＣＳＫ北海道株式会社 情報処理・ソフトウエア

33 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 情報処理・ソフトウエア
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NO 企業名 中業種 企業名 中業種

1 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 保険 エス・イー・シーエレベーター株式会社 専門・技術サービス業

2 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 情報・インターネットサービス ゼリア新薬工業株式会社 医薬品・医療関連・化粧品

3 ソニーコンスーマーセールス株式会社 商社（精密機器・医療用機器） ナカ工業株式会社 鉄鋼・非鉄・金属製品

4 タカラスタンダード株式会社 OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他 パーソルキャリア株式会社 人材紹介・人材派遣

5 ダンロップタイヤ北海道株式会社 商社（自動車・輸送用機器） マルホ株式会社 医薬品・医療関連・化粧品

6 トーテックアメニティ株式会社 情報処理・ソフトウエア 三菱電機住環境システムズ株式会社 その他商社

7 ナブコシステム株式会社 建設・住宅・不動産 北海道漁業協同組合連合会 官公庁・団体

8 ワタキューセイモア株式会社 その他商社 商船三井フェリー株式会社 運輸

9 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 建設・住宅・不動産 大地みらい信用金庫 信用金庫・労働金庫

10 全国労働者共済生活協同組合連合会 保険 山崎製パン株式会社 水産・食品

11 北海道セキスイハイム株式会社 建設・住宅・不動産 日本デイリーネット株式会社 倉庫

12 北海道信用漁業協同組合連合会 その他金融 東日本フード株式会社 商社（水産・食品）

13 岡三証券株式会社 証券・投信・投資顧問 株式会社あいプラン その他サービス

14 文化シヤッター株式会社 鉄鋼・非鉄・金属製品 株式会社さくらコミュニティサービス 医療・福祉施設

15 日販グループホールディングス株式会社 その他商社 株式会社アドヴアンスト・ソフト・エンジニアリング 情報処理・ソフトウエア

16 日本年金機構 官公庁・団体 株式会社ジェイテック 専門・技術サービス業

17 旭川信用金庫 信用金庫・労働金庫 株式会社セコマ コンビニエンス・GMSストア

18 杏林製薬株式会社 医薬品・医療関連・化粧品 株式会社ドン・キホーテ その他専門店

19 東武トップツアーズ株式会社 ホテル・旅行 株式会社マック 商社（精密機器・医療用機器）

20 株式会社アドウェイズ 情報・インターネットサービス 株式会社マルゼン 鉄鋼・非鉄・金属製品

21 株式会社ジャックス 信販・クレジット・ファイナンス 株式会社マースグループホールディングス 電子・電機

22 株式会社スズケン 商社（化学・医薬品・化粧品） 株式会社ミクロスソフトウエア 情報処理・ソフトウエア

23 株式会社ファイバーゲート 通信関連 株式会社共成レンテム 専門・技術サービス業

24 株式会社北洋銀行 銀行 株式会社共立メンテナンス ホテル・旅行

25 株式会社山星屋 商社（水産・食品） 株式会社近宣 マスコミ

26 株式会社帝国データバンク 調査・コンサルタント 株式会社ＤＮＰ情報システム 情報処理・ソフトウエア

27 株式会社日本政策金融公庫 その他金融 石垣電材株式会社 その他商社

28 株式会社ＡＩＲＤＯ 運輸 科研製薬株式会社 医薬品・医療関連・化粧品

29 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道 情報・インターネットサービス 綜合警備保障株式会社 その他サービス

30 株式会社ＰＡＬＴＡＣ 商社（化学・医薬品・化粧品） 英和株式会社 商社（精密機器・医療用機器）

31 独立行政法人国立病院機構 北海道東北グループ 医療・福祉施設

32 積水ハウス株式会社 建設・住宅・不動産
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