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商社・卸

来場者一覧（一部抜粋  順不同）

アークホテルシステム　　事業推進課
アイビーホスピタリティ　　F&B調理
阿寒リゾート　　阿寒ロイヤルコート
アセットプランニング　　
アンビックス　　北広島クラッセホテル営業推進室
アンビックス　　宿泊部
いわない高原ホテル　　
エームサービスジャパン　　北海道事業部　三井ガーデンホテル札幌事業所
えぞ企画　　
エヌディースタジオ　　一級建築士事務所
開成病院　　
花鐘　　
洞爺湖温泉観光ホテル　　
ホテルニュー王子　　
果夢工房　　
加森観光　　ルスツ事業部　
加森観光　　宿泊部
カルチャーヴィレッジ　　髙島旅館
川湯ホテルプラザ　　
北村温泉ホテル　　
休暇村支笏湖　　
グランビスタホテル＆リゾート　　札幌グランドホテル　
グランビスタホテル＆リゾート　札幌パークホテル　　統合宴会 宴会洋食調理
グランビスタホテル＆リゾート　札幌パークホテル　　オペレーション
グランビスタホテル＆リゾート 札幌パークホテル　　セールス＆マーケティング
ＧＬＡＭＰＳＯＲＡ　　
グランベルホテル　　料飲
京王プラザホテル札幌　　営業戦略室
京王プラザホテル札幌　　宴会料飲部
京王プラザホテル札幌　　宿泊部
ケンプレミアホテルマネジメント　　管理部
コープトラベル　　
ことに大和家　　
KOYA.lab　　
札幌ガーデンパレス　　赤坂　四川飯店　札幌ガーデンパレス店
札幌北広島クラッセホテル　　総務経理課
札幌グランドホテル　　施設管理課
札幌グランドホテル　札幌パークホテル　　統合宴会
札幌グランベルホテル　　
札幌パークホテル　　中華調理課
日本ビューホテル　　料飲課
札幌プリンスホテル　　営業
佐藤観光商事　　
佐藤観光商事　　ホテルアネックスイン
山静館　　
JRイン札幌北 2条　　
JR北海道ホテルズ　　
JR北海道ホテルズ　　新タワーホテル開発事業部
JR北海道ホテルズ　　JRタワーホテル日航札幌　施設
JR北海道ホテルズ　　JRイン札幌北 2条
シャレーアイビー定山渓　　調理
アークホテルシステム　　事業部　宿泊
清純堂　　ちょい寝ホテル札幌手稲
空知リゾートシティ　　北海道グリーンランドホテルサンプラザ
第一滝本館　　
第一ホテル　　
伊達温泉　　
たびつむぎ　　
鶴雅観光開発　　函館大沼鶴雅リゾート　エプイ
鶴雅リゾート　　営業部
鶴雅リゾート　　調理
鶴雅リゾート　　システム
テイクアンドギヴ・ニーズ　　事業開発部
デリシャス　　ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭
Niseko alpine developments　　購買、人事、総務
ニセコハイランドコテージ＆リゾート　　
日本郵政　　宿泊事業部
ニトリ・フーディング　　
日本ビューホテル　　
日本ビューホテル　札幌ビューホテル大通公園　　販売促進・顧客管理
日本旅行北海道　　商事事業部
ニュー・オータニ　　北海道営業所　
ノースカントリー　　Resort Inn North Contry

野口観光　　調理
野口観光　　仕入
浜田旅館　　
フィルド　　STAY事業部
フォレスティ　　
ふく井ホテル　　
藤井ビル　　ホテル事業部
プリンスホテル釧路プリンスホテル　　ホテル営業
プリンスホテル札幌プリンスホテル　　営業
BLUE WAVES JAPAN　　
碧雲堂ホテル＆リゾート　　宿泊部
碧雲堂ホテル＆リゾート　　ホテル事業部
北海道コカ・コーラボトリング　　ベンディング・リテール営業本部　法人営業部　法人三課
北海道藤井ファーム・ラボ　　
北海道旅客鉄道　　札幌駅周辺開発部
法華倶楽部札幌店
ホテルエミシア札幌　　宿泊部
ホテルロンシャンサッポロ　　レストランサンセール
マイステイズ・ホテル・マネジメント　　ファシリティマネジメント　ファシリティマネジメントチーム
三井不動産ホテルマネジメント　　宿泊
ルスツリゾート　　
大和リゾート　　営業部
ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ　　ザロイヤルパークキャンバス札幌大通公園
OEZO　　
アインホールデイングス　　業務サポート本部
旭創業　　札幌支店
アトリエ・モリヒコ　　
アマゾンジャパン合同会社　　ライフ＆レジャー事業本部　ホーム事業部
アレフ　　　　
伊藤園　　
海鮮炉ばた　隠れ家　　ニュー北星ビル店
平和園　　本部
サッポロライオン　　北海道統括部
加森観光　　
コープフーズ　　
札幌丸井三越　　
セブン－イレブン・ジャパン
ゼンショーホールディングス
東急百貨店　　
北海道味の素　　
北海道レストランサービス　　　
MAGICSPICE　　　
余市テラス　　
わかさいも本舗　　
わしづ　　飲食事業部

アクアパイプテック　　
旭川計量機　　札幌支店
アスパック　　営業部
アスモ　　営業部
渥美工業　　建材事業部
アド・ワン　　商品部
アビトップ　　営業本部　
石垣電材　　ソリューション営業所
伊藤忠丸紅住商テクノスチール　　北海道支社　
因幡電機産業　　北海道営業部
イノアックコーポレーション　　高機能材料事業本部　営業本部　札幌営業所
今井金商　　
いわい商会　　
岩崎　　
ヴィ・ド・フランス　　札幌営業部　　
エコラボ　　インスティチューショナル事業部
ＳＭＢ建材　　北海道営業部
江戸川物産　　営業部
エピック　　輸入販売事業部
エミヤホールディングス　　営業企画課
エムエム建材　　北海道支社
オー・ジー　　営業本部北海道支店
オーウイル　　
大倉産業　　
大塚刷毛製造　
大橋冷機　　
押尾産業　　
オフィスもとはし　　

ホテル・旅館・飲食・小売・レジャー
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来場者一覧（一部抜粋  順不同）

オムコ北海道　　
開店市場　　業務部　北海道エリアセンター
海渡産業　　営業本部　　
片桐機械　　
加藤　　札幌支店
金井産業　　札幌営業所
カネマル商事　　
ＪＴＢ商事　　札幌営業所
岩崎　　PEMレンタル部
パル・コーポレーション　　
平田商店　　
ユニティ　　
川上産業　　
川本第一製作所　　
環境資源　　
関東砂糖　　札幌営業所
北一ミート　　
キムラ　　
協栄特殊ガラス興業　　
栗林商会　　
札幌協和　　
グローバルニーズ　　
クワザワ　　
啓成産業　　営業部
ケー・アール・エス　　
鉱研工業　　営業本部
光生舎　　法人営業部
合同化成　　営業部
国分北海道　　
コニカミノルタジャパン　　
札幌アポロ　　
サッポロウエシマコーヒー　　営業統括本部
佐鳥電機　　
サンダイヤ　　札幌営業部兼香料販売室
敷島機器　　産業機械部
資材リンコム　　北海道支店　営業統括部門
システムブレイン　　
芝本産業　　札幌営業所
清水勧業　　開発
シモジマ　　札幌営業所
十全　　札幌支店　営業グループ
湘南ワイパーサプライ　　営業企画部
尚美堂　　
新栄クリエイト
信和　
スギコ産業　　
スターゼン　　札幌営業センター
住友商事北海道　　電力・産業インフラ部
セイハン　　施設特販事業部
仙台銘板　　札幌営業所
太平洋ミサワ建材
大丸　　
大和商事　　
ダイワ食材　　水産部
大和ユニフォーム　　
田辺商事　　
中央防災システム　　
厨房ファクトリー　　
塚本總業株式會社　　
合同会社DMM.com　　
帝商　　
店研創意　　
デンソーソリューション　　
東亜産業　　
東海興商　　
東芝エルイーソリューション　　
道都化学産業　　
TOTO北海道販売　　
富安株式會社　　
トモエ・マネジメント・アンド・ホールディングス　　
ドリマックス　　
ニッコー　　
日商物産　　
日進商事　　札幌

日鉄物産　　
日本トーカンパッケージ　　
日本アクセス　　
日本栄養食品　　
日本テクロ　　札幌支店　営業部
日本ユニパック　　
日本リテイルシステム　　
日本ロマックス　　
橋本総業　　北海道支店
橋谷　　小樽出張所
阪和興業　　北海道支店
PSCP　　パートナービジネス本部　北海道エリア
平井カンパニー　　札幌営業所
ヒロセ　　北海道支店
廣瀬商会　　札幌支店
冨士機材株式會社　　北海道支店
富士フイルムイメージングシステムズ　　イメージテック事業本部
フシマン商事　　
フジヤ田中商店　　営業部
物産フードサービス　　営業統括室　札幌営業所
古河産業　　北海道支店
プロジェクト・フォー　　
北炭ゼネラルサービス　　運送事業部
北明システム　　ビジネスソリューション営業部
北友興業　　札幌支店営業部
北陽紙工　　札幌事業所
北菱産業埠頭　　建材部　建材課
北陵ジー・アール・シー工業　　営業部
北海道運搬機　　販売促進部
北海道オリオン　　産業機械部
北海道観光物産興社　　
北海道管材　　
北海道空港　　
北海道クラウン　　
北海道グローリー　　
北海道佐々木商会　　
北海道レオナード　　
北海発展商事　　
ホッコウ資材　　
北包連　　
丸三商事株式會社　　
丸藤シートパイル　　
三田商店　　
三井食品株式會社　　
三ッ輪商会　　建材営業部
三ツ輪商会　　
三ツ輪商会　　札幌建材課
みよい　　
魅力北海道合同会社　　
明治フレッシュネットワーク　　北海道支社
明和　　マーケティングプロジェクト本部
もりや産業　　札幌営業所
モロオ　　地域医療連携本部
ヤグチ　　販売部　札幌営業所
山一佐藤紙店　　
山善　　東京支社　札幌支店
山田機械工業　　
ヤマチコーポレーション　　建材事業部
ユアサ商事　　北海道支社
UDトラックス北海道　　
ユニティ　　札幌営業所
ユニトライク　　
ヨネイ　　札幌営業所
ライフテクノ　　
リヴィノールシステム　　
リコージャパン　　北海道支社
菱重コールドチェーン　　
レウシット　　
ロゴスコーポレーション　　札幌営業所
WAKOKOGYO　　
和光商会　　苫小牧営業所
和商　　札幌営業部
和田商　　
渡辺パイプ　　



��

行政・自治体・団体

土木・建設・デベロッパー・不動産開発

来場者一覧（一部抜粋  順不同）

朝日航洋　　
旭有機材　　
荒井建設　　
安藤電設　　
イーワークス　　
勇建設　　
石垣電材　　
石山組　　
伊藤組土建　　
岩倉建設　　
岩崎　　
岩田地崎建設　　
AGC硝子建材　　
恵庭建設　　
N-CONCEPTION　　
岡田建設　　
開発調査研究所　　
片桐機械　　
加藤建設　　北海道営業所
カナモト　　
公清企業　　工事部
丹青社　　
テックアサヒ　　工事部
アクトワンヤマイチ　　
アトリエキミ　　
ケミカル技研　　
シーウェイエンジニアリング
泰進建設　　技術本部
南幌土建　　土木部
紙谷工務店　　札幌支店
川崎建設　　開発企画室
寒地港湾空港技術研究センター　　調査研究部
共創技建　　
共和コンサルタント　　
クボタ機工　　
クリナップ　
栗林商会　　
クワザワ　　基礎資材営業本部
啓成産業　　
宏栄建設　　
株式會社コハタ　　札幌支店
小林商事　　札幌開発部
五暢建設　　
近藤建設　　札幌営業所
佐藤重機建設　　
サンエス電気通信　　通信・再生可能エネルギー事業部
三九建設　　建築部
三鉱建設　　営業部
信濃建物総合管理　　
芝工設北海道　　
清水建設　　
住宅パイル工業　　
正栄機工　　
新太平洋建設
杉原建設　　
住友林業ホームテック　　
第一電気工業　　
大栄テックス　　
ダイフレックス　　
ダイワテック　　
大和ハウス工業　　北海道支社　建築事業部
髙島屋スペースクリエイツ　　
高橋工業　　
竹林綜合サービス　　
田中組　　
玉造　　鉄鋼事業部本部
丹青社　　札幌支店
辻野建設工業　　
土屋ホールディングス　　
テノックス　　営業本部　北海道営業所
東京インキ　　
道路建設　　
道路工業　　

ドーコン　　
戸田建設　　
TOMASEIホールディングス　　
富安株式會社　　
ナラサキ産業　　
西村組　　
日道電建　　
日建片桐リース　　
日新建設　　
日鉄スラグ製品　　
日鉄セメント　　
日鉄テックスエンジ　　
日本工営　　
日本国土開発　　
日本体育施設　　
ネクスコ・エンジニアリング北海道　　
能美防災　　
早川商事　　
パルテクノ　　
飛騨産業　　
ヒロセ　　
文化シヤッターサービス　　
北炭ゼネラルサービス　　
北海電気工事　　
北海道瓦斯　　
北海道キング設計　　
北海道コンクリート工業　　
北海道三祐　　
北海日植　　
ホッコウ資材　　
堀口組　　
幌村建設　　
丸駒シビルサービス　　
丸十わたなべ　　
丸彦渡辺建設　　
丸藤シートパイル　　
丸紅建材リース　　
三菱商事建材　　北海道支店
湊電商工業　　
美浪左官工業　　
宮坂建設工業　　
メインマーク　　
メトス　　
森川組　　札幌支店
モリミツ　　
八千代エンジニヤリング　　
ユアテック　　
LIXILトータルサービス
レアックス
エイチアールエス
エヌディースタジオ
日動
CITY REAL ESTATE
グロウコーポレーション　　
京阪カインド　
札幌ヴェルディ　　
大和ハウス工業　　
トモエマネジメントアンドホールディングス　　
日本グランデ　　
藤井ビル　　
　
旭川観光コンベンション協会　　
一般財団法人移動無線センター　　北海道センター利用推進部
江別市役所　　総務部危機対策・防災担当
えりも観光協会　　
大塚刷毛製造　　
小樽観光協会　　
音更町農業協同組合　　販売部青果課
国立研究開発法人科学技術振興機構　　
国立研究開発法人科学技術振興機構　　産学連携展開部
北広島市　　消防本部
北広島市役所　　
経済産業省　　食・観光産業課
経済産業省北海道経済産業局　　中小企業課
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経済産業省北海道経済産業局　　地域経済部　食・観光産業課
社会福祉法人恵望会　　ワークアシスト
国土交通省北海道開発局　　開発計画課
国立研究開発法人国立環境研究所　　地域環境保全領域
小清水町商工会　　
札幌観光協会　　
一般財団法人さっぽろ産業振興財団　　販路拡大支援部
札幌市　　建設局　土木部　工事課
札幌市　　高速電車部　電気課
札幌市交通局　　高速電車部　電気課
札幌市消防局　　総務部　施設管理課
公益財団法人札幌市防災協会　　総務課　総務係
札幌市役所　　ケイザイカンコウキョク
清水産業　　営業
社会福祉法人北海道光生舎　フロンティア　　
滝上町観光協会　　
独立行政法人中小企業基盤整備機構　　支援推進課
公益財団法人道央産業振興財団　　
洞爺湖温泉観光協会　　
豊富町観光協会　　
羽幌町観光協会　　
ホクレン農業協同組合連合会　　生活事業本部　生活部　地域生活課
北海道　　農政部　生産振興局　農産振興課
北海道　　経済部地域経済局　中小企業課
北海道　　総合政策部
北海道　　農産振興課
北海道運輸局　　観光部
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター　　総務企画部
北海道観光振興機構　　地域観光部
公益社団法人北海道観光振興機構　　AT推進部
北海道きたひろ観光協会　　　
北海道庁　　農政部
北海道庁　　経済部
北海道沼田町役場　　産業創出課商工観光グループ
北海道農政部　　生産振興局農産振興課
地方独立行政法人北海道立総合研究機構工業試験場　　産業システム部
地方独立行政法人北海道立総合研究機構　農業研究本部　北見農業試験場　　研究部
室蘭市役所　　観光課
　


