平成30年度 第２回企業交流会 参加予定企業一覧
番号

事業所名

業種

1

（株）大丸松坂屋百貨店

2

（同）ALL'ｓ

3

（株）プライムホーム

4

シンデレラトレーナーズ

5

田中・渡辺法律事務所

6

就労継続支援B型事業所

7

（同）若駒

8

新栄不動産ビジネス（株）

9

（株）サポルテ

教育

10 （株）ラクシュミー

サービス

11 （株）ふく亭

サービス

12

大丸札幌店

AUTO

サービス

その他（法律事務所）

JTSひまわり

ＢＬＵＥ

ＷＡＶＥＳ

サービス

飲食

（株）サングラフィックス

百貨店事業
自動車関連と広告業

当社は昭和４８年札幌市にて貸間業を創業。以来集客拡大させ現在賃貸アパート１３
建築・不動産 棟、貸室数２１０室を所有している。平成２５年２月資産管理会社「株式会社プライム
ホーム」を設立し現在に至る。
フィットネススタジオ、札幌の唯一のハンモックを使ったエアリアルヨガ、ダヴィンチ
サービス
ボード、トランポリンエクササイズなど他にない体験が出来る。初めての方、運動が苦
手な方にわくわくする楽しい運動を提供しています。

北海道支店

札幌営業所

13 ｒａｐｐｏｒｔｓ（株）
14

小売

事業概要

ＪＡＰＡＮ（株）

15 北海道コンテンツ法律事務所
16 （株）フィット
17 てらざわ行政書士事務所
18 特定非営利活動法人アイビー
19 （株）CRP
20 （株）ホクラミ

21 (有)アート オブ ライフ

22 FPL証券(株)
23 (株)吉プロ
24 ヤマトクレジットファイナンス(株)
25 サロン・ド・フルール しほり

サービス

その他（広告代理店）

医療・福祉

法律事務所
平成３０年２月１日付で、就労継続支援B型事業所として業務開始しました。障がい者の「働きた
い」を応援するため、Job Trainingをサポートします。外部企業からの委託の「封入、箱折り、梱
包」や施設外就労を行っています。また、社会参加としてイベント参加、近隣のゴミ拾い、砂まき
作業も実施中。

札幌中央卸市場・場外市場、個室７室
設立：昭和４６年７月１７日

座敷６０名

椅子１１０名

合計１７０名席

従業員数：６５０名（全社）

経営力を上げるために経営者の支援をさせて頂いております。特に人材育成に関する教
育・研修事業をメインとしています。
エステサロン
港町釧路・太平洋の海をテーマにした和食ダイニング。釧路で獲れた新鮮な魚介類はも
ちろん、産地直送の道産野菜やこだわりの食材を活かした多彩なメニューをご用意して
おります。
仙台に本社を置く総合広告代理店です。札幌に営業所を開設してから、多くのクライア
ント様の広報・広告や販売促進のお手伝いをさせていただいております。制作に力を入
れており、社内にデザイナーやwebプランナーがいるためワンストップでご要望に対応可
能です。
訪問マッサージ、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、居宅介護

サービス

赤井川村、倶知安町でのリゾート開発

サービス

北海道コンテンツ法律事務所は、個人の自由な表現活動や企業のビジネスを側面から支
援して、より面白い世の中にしていくことを目指しています。

工業・製造

産業設備・プラント設備の機械設計及び電子回路、ソフトウェアの受託開発を主業務と
しセキュリティ製品・防災製品の販売も行っております。

その他（士業）

医療・福祉
サービス
その他（印刷）

情報通信

金融・保険

その他（広告企画制作）

金融・保険
小売

行政書士事務所
酒類販売免許/外国人の在留・VISAに強い事務所です。
就労継続支援A型事業所を経営しており、クリエイティブ事業部、イベント事業部など５
事業部で構成されております。A型の枠にとらわれない様々な活動、事業を行っておりま
す。
工事事業部として内装、電気工事の他、音楽制作や、アーティストプロモーションを業
務としております。
カード、ポップ、メニュー、ポスター等の小ロットな加工物の他、ノベルティグッズ
（バッグ、クリアファイル、タンブラー等）幅広く取扱っております。
２年前からITサービス業に進出し、中央区 日の出ビルの事務所ではSE・プログラマ・テ
スターの打合せ場所として利用しています。
もともとは、花卉・雑貨の販売を店舗とインターネットで行っていた会社です。
業務拡大のため ITサービス業に参入しました。評価（テスト）・プログラム開発の他、
ネット通販でスコーン等の菓子の販売も行っております。
北海道で５７年ぶりに誕生した証券会社です。
広告企画制作事業
設立年月日
昭和６０年３月２２日
ヤマトグループの金融会社として、お客様に最適な「BtoB」「BtoC」向け金融ソリュー
ションをご提案する「金融サービス+物流金融ソリューション提供会社」です。
プリザーブドフラワーとハーバリウムの教室＆ショップ

26 鶴３亀３と和堂

サービス

二条市場近くに３坪のスペースでこじんまりとリンパデトックスと鍼灸サロンを営んで
おります。オールハンドで日頃のお疲れや美容ケアを行っています。

27 （株）フラットコード

情報通信

企業・団体のデジタルマーケティング支援・web制作の業務をしています。コンサルティ
ングから制作まで一気通貫で対応しています。

28 沖ウィンテック（株） 北海道支店
29 アクサ生命保険（株） 札幌FA支社

30 （株）Eストアー

沖電気工業の子会社です。弊社本店は東京ですが、北海道支店は全１０名のオフィスで
建築・不動産 す。支店長を始め、技術５名、営業２名、管理２名が所属しています。支店は札幌市内
ですが、道内事業所は釧路にもあります。
金融・保険

情報通信

ライフプラン設計に基づく生命保険販売
ネットショップ新規立ち上げ、既存ネットショップの売上改善などワンストップ支援を
行っております。ネットショップ専門で創業から２０年、累計５万社の支援実績を元に
どのような商材でも何かしらのご提案が可能となりますので、お気軽にご相談くださ
い。
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事業概要

31 （株）アド・ダイセン

サービス

DMの封入・封かんからゆうメールの差出代行サービスを行っております。

32 駒崎司法書士事務所

サービス

司法書士業務

33 喜多孝男法律事務所

サービス

税理士事務所

34

大東建託（株）

不動産流通開発札幌支店

法律に基づく手続きの支援

昭和４９年の創業以来、賃貸専門の会社として歩んで参りました。その歴史は、建物賃貸事業の安
定経営の追求と共にありました。単なる賃貸建物の建設にとどまらず、建物賃貸事業の企画・立案

建築・不動産 から設計・施工、入居者様募集、管理・経営まで、賃貸経営を一貫してサポートする事業を展開し
ております。

35 （株）MIT

情報通信

東京に本社があり、オフィス（店舗）の業務コスト削減を事業に創業から１５年間で、
１，５００社以上の経営を支援して参りました。昨年の７月には、北海道支店を開設し
ました。

36 ふくちたつや司法書士事務所

サービス

札幌市中央区の司法書士事務所です。

37 KYOUEI-COM

サービス

インターネットサービス

38 ノースビルヂング（株）
39 （株）北海道TSUTAYA
40 （株）ビーアクセス

建築・不動産 建築工事一式、リサイクル商品の買取、販売、便利屋業務一式、住まいの修繕、営業
小売

TSUTAYAフランチャイズ本部

物流コンサルティング
その他（貿易） 輸出入及び国内貨物の取引
商品調達及び販売

41 たなか社会保険労務士行政書士事務所

サービス

社会保険労務士行政書士事務所
損害保険代理店（あいおいニッセイ同和損保）

42 （株）OMJ

情報通信

コンピュータシステムの企画、開発、販売
営業業務、販売業務の請負及び代行

43 （株）ソレイユネットシステム
44 ブックコーディネーター
45 （株）クレディセゾン
46 （有）アロエ・エステ２１

卸売

ビジネス機器販売（カラー複合機・大判プリンター・無線機・印刷機・ビジネスホン）
ビジネスモバイル事業部（UＱmobile・Y!mobile・SOFTBank・通信回線etc）
ビジネスリフォーム事業部（ビジネスルールトータルコーディネート）

その他（出版） 出版に関わる企画全般

金融・保険
サービス

法人向けサービス、ファイナンスビジネス、ポイントネットサービス、クレジットビジ
ネス 他
エステ業

47 かに家 札幌本店

飲食

48 （株）Ｓ・ライン

金融・保険

保険代理店

49 社会福祉法人 共友会 札幌福祉印刷

工業・製造

当法人は障害をお持ちの方に働く場所を提供するという主旨の障害福祉サービス事業を
運営しております。様々なハンデを負った方達が作業にたずさわる事で、実りある日々
を送れるよう支援しております。

50 (有)フジメンテナンス
51 (株)マナイ化粧品
52 （有）三共不動産商事
53 （株）Looop

サービス
卸売
不動産

その他（電力事業）

本格かに料理専門店

機械・建物メンテナンス業
会社名
沿革

(株)マナイ化粧品
代表者 渋井 麻妃江
H23年 ８月 個人事業主として創業 化粧品開発販売
H２５年１０月 他社PBの開発開始

昭和４４年設立

札幌市西区西野の地域密着型の不動産会社です。

弊社は平成２３年３月、東日本大震災で甚大な被害を受けた気仙沼市に代表の中村が独
立型のソーラー発電セットを設置して回った際、被災者の方々からたくさんの感謝の言
葉をいただき、もっと貢献したいという思いの中、独立した会社です。

