
H29・H30 石狩湾新港管理組合競争入札参加資格者名簿（塗装工事）

受付 業　　者　　名 登録番号 本社 塗装

8 (業)公清企業 151002772 札幌 ○

15 阿部建設(株) 154000030 小樽 ○

22 当別舗道(株) 151008331 当別 ○

35 世紀東急工業(株) 313001962 東京都 ○

41 (株)保工北海道 151018591 札幌 ○

44 日綱道路整備(株) 251002981 札幌 ○

55 (株)北海道ロードサービス 151000601 札幌 ○

56 北海道道路産業(株) 151005925 札幌 ○

66 丸進工業(株) 154000456 小樽 ○

75 岩倉建設(株) 251002004 札幌 ○

80 (株)石狩環境メンテナンスセンター 151009784 石狩 ○

91 伊藤組土建(株) 251001881 札幌 ○

102 東亜道路工業(株) 313003226 東京都 ○

125 大和谷工業(株) 159001364 北見 ○

134 日栄興業(株) 151006054 恵庭 ○

152 (株)盛永組 256022960 旭川 ○

154 北海道ライナー(株) 151002023 札幌 ○

162 中山建設(株) 151001443 千歳 ○

163 北海道技建(株) 154001746 小樽 ○

188 日本ライナー(株) 313002946 東京都 ○

199 柴田興産(株) 151011636 札幌 ○

203 (株)森本商会 163000034 釧路 ○

208 (株)札幌ロードメイク 151018229 札幌 ○

218 アイケー工業(株) 151011975 札幌 ○

230 (株)山本塗装店 151000811 札幌 ○

247 近藤工業(株) 154000012 小樽 ○

250 (株)石山組 151020077 札幌 ○

251 北海道ラインファルト(株) 151008466 札幌 ○

256 (株)北海道ライン興業 151001919 札幌 ○

257 清水建設(株) 313003200 東京都 ○

271 (株)表鉄工所 156005443 旭川 ○

279 富士建設(株) 160002733 室蘭 ○

290 菱中建設(株) 251002397 札幌 ○

298 豊和建設(株) 151000002 札幌 ○

307 山田塗装(株) 306002127 山形県 ○

309 東洋建設(株) 313002405 東京都 ○

314 (株)誠塗装店 151008494 札幌 ○

322 (株)吉田組 328002791 兵庫県 ○
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327 (株)大林組 313003000 東京都 ○

328 武ダ技建創(株) 151000310 札幌 ○

340 (株)北海道東光興業所 151008523 札幌 ○

350 (株)ナカボーテック 313004101 東京都 ○

362 (株)大島塗装店 151000609 札幌 ○

394 日本マーキング(株) 151002432 札幌 ○

397 開発産業(株) 151001529 札幌 ○

403 日鉄住金防蝕(株) 313015344 東京都 ○

407 極東建設(株) 155003314 滝川 ○

409 北海道ロードメンテナンス(株) 151004548 札幌 ○

412 (株)新興工業 251024656 札幌 ○

421 横関建設工業(株) 154000090 倶知安 ○

430 日本防蝕工業(株) 313004520 東京都 ○

442 東亜建設工業(株) 313002429 東京都 ○

443 (株)ロード技研 151005365 札幌 ○

444 (株)北海道グリーンメンテナンス 151011588 札幌 ○

456 (株)ドゥロードセンター 151016833 札幌 ○

461 電気興業(株) 313004940 東京都 ○

462 (株)コンステック 327010349 大阪府 ○

464 荏原商事(株) 313003731 東京都 ○

合計 58
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