
NO 企業名 中業種 企業名 中業種

1 コクヨ北海道販売株式会社 商社（家具・インテリア・日用品） よつ葉乳業株式会社 水産・食品

2 ホクレン農業協同組合連合会 官公庁・団体 クワザワホールディングス株式会社 その他商社

3 ホシザキ北海道株式会社 その他商社 グローヴエンターテイメント株式会社 その他サービス

4 中道リース株式会社 リース・レンタル サッポロウエシマコーヒー株式会社 商社（水産・食品）

5 住友生命保険相互会社 保険 サツラク農業協同組合 官公庁・団体

6 北海道エナジティック株式会社 エネルギー プライフーズ株式会社 水産・食品

7 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 水産・食品 マスプロ電工株式会社 電子・電機

8 大丸株式会社 その他商社 一般社団法人日本自動車連盟 その他サービス

9 日本アクセス北海道株式会社 商社（水産・食品） 凸版印刷株式会社 印刷・パッケージ

10 日本ニューホランド株式会社 その他商社 北海道スバル株式会社 商社（自動車・輸送用機器）

11 日本メディカルプロダクツ株式会社 精密機器・医療用機器 北海道不二サッシ株式会社 建設・住宅・不動産

12 札幌中央信用組合 その他金融 北海道商工会連合会 官公庁・団体

13 株式会社かんぽ生命保険 保険 国分ホールディングス株式会社 商社（水産・食品）

14 株式会社つうけん 情報・インターネットサービス 帯広信用金庫 信用金庫・労働金庫

15 株式会社つうけんアドバンスシステムズ 情報処理・ソフトウエア 日本放送協会 マスコミ

16 株式会社ほくやく 商社（化学・医薬品・化粧品） 明和地所株式会社 建設・住宅・不動産

17 株式会社もりもと 水産・食品 株式会社アレフ フードサービス

18 株式会社れんせい 教育機関 株式会社アークス コンビニエンス・GMSストア

19 株式会社アスクゲート 人材紹介・人材派遣 株式会社インターパーク 情報・インターネットサービス

20 株式会社オカモトホールディングス その他サービス 株式会社エスイーシー 情報処理・ソフトウエア

21 株式会社サッポロドラッグストアー 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 株式会社コハタ 商社（化学・医薬品・化粧品）

22 株式会社サングリン太陽園 商社（化学・医薬品・化粧品） 株式会社ナカジマ薬局 専門店（ドラッグストア・調剤薬局）

23 株式会社ダイイチ コンビニエンス・GMSストア 株式会社マルベリー 医療・福祉施設

24 株式会社トヨタレンタリース札幌 リース・レンタル 株式会社ヤマチコーポレーション その他商社

25 株式会社ビッグ その他サービス 株式会社ロジネットジャパン 運輸

26 株式会社マイナビ 人材紹介・人材派遣 株式会社北海道新聞社 マスコミ

27 株式会社モロオ 商社（化学・医薬品・化粧品） 株式会社吉岡経営センター 調査・コンサルタント

28 株式会社ロゴスホーム 建設・住宅・不動産 株式会社竹山 商社（精密機器・医療用機器）

29 株式会社内田洋行 その他商社 税理士法人むらずみ総合事務所 専門・技術サービス業

30 株式会社土屋ホールディングス 建設・住宅・不動産 空知信用金庫 信用金庫・労働金庫

31 株式会社常口アトム 建設・住宅・不動産 道南うみ街信用金庫 信用金庫・労働金庫

32 株式会社日本ハウスホールディングス 建設・住宅・不動産 遠軽信用金庫 信用金庫・労働金庫

33 株式会社ＤＯＲＡＬ その他商社 長谷川産業株式会社 専門店（家具・インテリア）

34 株式会社ＮＴＴドコモ 通信関連 株式会社きのとや フードサービス

35 ＳＯＣ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 エア・ウォーター物流株式会社 運輸 コマツカスタマーサポート株式会社 その他商社

2 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 情報処理・ソフトウエア トランスコスモス株式会社 その他サービス

3 オホーツク農業協同組合連合会 その他サービス パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 その他商社

4 ネッツトヨタ札幌株式会社 商社（自動車・輸送用機器） リコージャパン株式会社 その他商社

5 三本珈琲株式会社 水産・食品 一般社団法人北海道中小企業家同友会 その他サービス

6 全国健康保険協会 官公庁・団体 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 その他サービス

7 共和コンクリート工業株式会社 ゴム・ガラス・セメント・セラミックス 北海道信用保証協会 その他金融

8 加森観光株式会社 その他サービス 北都システム株式会社 情報処理・ソフトウエア

9 北ガスフレアスト株式会社 その他サービス 医療法人渓仁会 医療・福祉施設

10 北海道マツダ販売株式会社 商社（自動車・輸送用機器） 室蘭信用金庫 信用金庫・労働金庫

11 北海道リース株式会社 リース・レンタル 帯広市川西農業協同組合 官公庁・団体

12 北海道労働金庫 信用金庫・労働金庫 日本高圧コンクリート株式会社 建設・住宅・不動産

13 北海道厚生農業協同組合連合会 医療・福祉施設 NX商事株式会社 その他商社

14 北海道日野自動車株式会社 商社（自動車・輸送用機器） 札幌アポロ株式会社 エネルギー

15 北海電気工事株式会社 エネルギー 札幌市農業協同組合 官公庁・団体

16 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 商社（精密機器・医療用機器） 株式会社アドウイック 情報処理・ソフトウエア

17 損害保険ジャパン株式会社 保険 株式会社ウィナス 情報・インターネットサービス

18 札幌トヨペット株式会社 商社（自動車・輸送用機器） 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー 通信関連

19 株式会社じょうてつ 運輸 株式会社オリバー OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他

20 株式会社アインホールディングス 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 株式会社ケイシイシイ フードサービス

21 株式会社アジェンダ 情報処理・ソフトウエア 株式会社プリプレス・センター 印刷・パッケージ

22 株式会社カナモト その他サービス 株式会社京王プラザホテル札幌 ホテル・旅行

23 株式会社キムラ その他商社 株式会社北日本広告社 マスコミ

24 株式会社ユニシス 精密機器・医療用機器 株式会社北海道丸和ロジスティクス 倉庫

25 株式会社一条工務店 建設・住宅・不動産 株式会社日本旅行北海道 ホテル・旅行

26 株式会社三光不動産 建設・住宅・不動産 株式会社柳月 水産・食品

27 株式会社東光ストア 専門店（フード） 株式会社須田製版 印刷・パッケージ

28 株式会社ＨＢＡ 情報処理・ソフトウエア ＪＴＢグループ ホテル・旅行

29 株式会社Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 情報処理・ソフトウエア 生活協同組合コープさっぽろ 生活協同組合

30 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 専門・技術サービス業 留萌信用金庫 信用金庫・労働金庫

31 税理士法人池脇会計事務所 専門・技術サービス業 税理士法人さくら総合会計 専門・技術サービス業

32 第一生命保険株式会社 保険 税理士法人加藤会計事務所 専門・技術サービス業

33 ＴＩＳ北海道株式会社 情報処理・ソフトウエア

3月2日（水）AM 3月2日（水）PM
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NO 企業名 中業種 企業名 中業種

1 イオン北海道株式会社 コンビニエンス・GMSストア アイシン・ソフトウェア株式会社 情報処理・ソフトウエア

2 ニチロ畜産株式会社 水産・食品 トヨタカローラ札幌株式会社 その他サービス

3 ベル食品株式会社 水産・食品 ヤンマーアグリジャパン株式会社北海道支社 その他商社

4 ミサワホーム北海道株式会社 建設・住宅・不動産 三井住友海上火災保険株式会社 保険

5 ヤマト運輸株式会社 運輸 公益社団法人北海道勤労者医療協会 医療・福祉施設

6 三井不動産リアルティ札幌株式会社 建設・住宅・不動産 北海道建設業信用保証株式会社 その他金融

7 三和シヤッター工業株式会社 鉄鋼・非鉄・金属製品 大豊資材工業株式会社 商社（鉄鋼・非鉄・金属製品）

8 伊藤ハムデイリー株式会社 水産・食品 川田工業株式会社 建設・住宅・不動産

9 北海道信用農業協同組合連合会 その他金融 日本仮設株式会社 その他商社

10 北海道信用金庫 信用金庫・労働金庫 日本生命保険相互会社 保険

11 北海道味の素株式会社 商社（水産・食品） 日本郵便株式会社 その他サービス

12 北海道旅客鉄道株式会社 運輸 日軽北海道株式会社 鉄鋼・非鉄・金属製品

13 北見信用金庫 信用金庫・労働金庫 株式会社ゆうちょ銀行 銀行

14 北雄ラッキー株式会社 コンビニエンス・GMSストア 株式会社アルファシステムズ 情報処理・ソフトウエア

15 帯広地方卸売市場株式会社 専門店（フード） 株式会社クレタ 商社（自動車・輸送用機器）

16 日糧製パン株式会社 水産・食品 株式会社コメリ その他専門店

17 明治安田生命保険相互会社 保険 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア 情報処理・ソフトウエア

18 札幌みらい中央青果株式会社 商社（水産・食品） 株式会社スウェーデンハウス 建設・住宅・不動産

19 札幌トヨタ自動車株式会社 商社（自動車・輸送用機器） 株式会社ダイナックス 自動車・輸送用機器

20 株式会社アシスト北海道 情報処理・ソフトウエア 株式会社ツムラ 医薬品・医療関連・化粧品

21 株式会社サンドラッグプラス 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 株式会社ツルハ その他サービス

22 株式会社ドコモＣＳ北海道 通信関連 株式会社テンポスホールディングス その他商社

23 株式会社フォレステック 情報処理・ソフトウエア 株式会社ドーコン 専門・技術サービス業

24 株式会社ペイロール その他サービス 株式会社ホンダカーズ南札幌 専門店（自動車関連）

25 株式会社ホンダカーズ札幌中央 商社（自動車・輸送用機器） 株式会社ヨコハマタイヤジャパン 商社（自動車・輸送用機器）

26 株式会社ムトウ 商社（精密機器・医療用機器） 株式会社丹波屋 その他商社

27 株式会社小林本店 商社（総合） 株式会社内田洋行ITソリューションズ 情報処理・ソフトウエア

28 株式会社山本忠信商店 商社（水産・食品） 株式会社NICHIJO 自動車・輸送用機器

29 株式会社福原 コンビニエンス・GMSストア 稚内信用金庫 信用金庫・労働金庫

30 株式会社鉄建 商社（鉄鋼・非鉄・金属製品） 苫小牧信用金庫 信用金庫・労働金庫

31 株式会社HDC 情報処理・ソフトウエア ＤＣＭ株式会社 その他専門店

32 株式会社iD 情報処理・ソフトウエア HISホールディングス株式会社 情報処理・ソフトウエア

33 ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社 コンビニエンス・GMSストア 全国共済農業協同組合連合会 官公庁・団体
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