
■主要契約先（敬称略・順不同）

昭和57年6月1日

昭和61年4月1日

昭和61年6月25日

昭和63年6月1日

平成1年2月1日

平成2年5月1日

平成2年6月1日

平成4年5月1日

平成6年5月1日

平成6年5月1日

平成6年5月1日

平成7年3月28日

平成10年3月25日

平成12年3月11日

平成13年3月1日

資本金300万円で創業

北海道帝国警備保障株式会社を北海道中央警備

保障株式会社に商号変更

資本金600万円に増資 現本社ビルに移転

北海道警備業協会理事

社団法人北海道警備業協会副会長

社団法人北海道警備業協会労務特別委員長

中央警備業防犯協会会長

釧路支社開設

100% 子会社「トラフィックガード株式会社」設立

中央防犯協会連合会副会長

資本金1,000万円に増資

社団法人北海道警備業協会会長

社団法人全国警備業協会理事・労務委員長

財団法人北海道暴力追放センター理事

帯広支社開設

旭川支社開設

函館支社・室蘭営業所開設

胆振支社開設

北海道

北海道警察本部

札幌市

旭川市

(社)石狩観光協会

いしかり産業まつり実行委員会

日本海さけます増殖事業協会

白老牛肉まつり実行委員会

くしろ港まつり会

釧路湿原マラソン実行委員会

函館ハーフマラソン大会実行委員会

日本中央競馬会

札幌地方裁判所

(株)大丸札幌店

(株)JFRサービス

(株)大成サービス

(株)大成商事

(株)京王プラザホテル札幌

(株)DNP北海道

(株)札幌副都心開発公社

(株)シャトレーゼ

千歳マネージメント(有)

千歳アウトレットモール・レラ

ソラーレホテルアンドリゾーツ(株)

(株)ピヴォ

(株)サンプラザ

さくらインターネット(株)

(株)グランビスタホテル＆リゾート

イオンディライト(株)

イオンディライトセキュリティ(株)

(株)太陽グループ

(株)ジョイフルエーケー

(株)リラィアブル

(株)中央管財

(株)ザイマックスビルマネジメント

(株)パルコスペースシステムズ

(株)大成建設

(株)大成ロテック

(株)大林組

西松建設(株)

山謙工業(株)

伊藤組土建(株)

北海道技建(株)

五洋建設(株)

大同舗道(株)

(株)奥村組

岩田地崎建設(株)

北海電気工事(株)

(株)田中組

東邦建設(株)

荒井建設(株)

(株)小椋組

菱中建設(株)

市橋建設(株)

ヤマシタ工業(株)

三ツ輪建設工業(株)

沢田建設(株)

(株)森本商会

赤石建設(株)

阿寒共立土建(株)

(株)佐藤建設工業

日本道路(株)

三友舗道(株)

(株)野田組

(株)ネクサス

道東舗道(株)

(株)北海道東光興業所

宮坂建設工業(株)

秋津道路(株)

(株)石橋建設

(株)横山電気商会

三菱電機システムサービス

北栄道路(株)

栗林建設(株)

三井住建道路(株)

丹野建設(株)

東光舗道(株)

(株)遠藤組

(株)小林組

(財)札幌市水道サービス協会

星組渡辺土建(株)

富士建設(株)

北海道軌道施設工業(株)

(株)岩越電機

(有)阿部電気商会

(株)キタワラ

戸沼建設(株)

エル電(株)

土屋ツーバイホーム(株)

札建工業(株)

緑豊建設(株)

(株)ヤマカ山加運輸

札樽自動車運輸(株)

開運興産(株)

(有)上田システムプロデュース

プリマハム(株)

(株)ロバパン

(株)日本ケアサプライ

(株)鈴木商会

エスケー化研(株)

セフテック(株)

道南漁業資材(株)

本間水産(株)

(有)村田金属塗装工業

(株)フジネット

トーウン流通サービス(株)

(株)エルディ

(株)セレクトサービス

　　　　　　　　　　　　他

日本ＢＳ放送(株)

セコムジャスティック(株)

(社)北海道警備業協会

チュウケイセキュリティ(株)

テイケイ(株)

札幌市円山動物園

(株)電通北海道

(株)博報堂

(株)ＹＭＳ

(株)アウラ

北海道文化放送(株)

(株)ＵＨＢ企画

北海道テレビ放送(株)

(株)ＨＴＢプロモーション

札幌テレビ放送(株)

(株)ＳＴＶラジオ

十勝毎日新聞社

(株)キリンビール

(株)カルビー

(株)長崎屋

日本トイザらス(株)

北海道日本ハムファイターズ

(株)道新文化事業社

(株)花畑牧場

ドン・キホーテ

ねんりんピック北海道

(株)オカモト

コストコホールセールジャパン(株)

銀行業務検定協会

(社)ふる里公苑

えこりん村(株)

(株)どんぐり

(有)英コーポレーション

マックスバリュ北海道(株)

医療法人北仁会  旭山病院

医療法人こぶし  植苗病院

平成13年6月1日

平成14年5月25日

平成15年11月17日

平成16年4月1日

平成16年7月1日

平成16年10月1日

平成18年3月10日

平成19年7月25日

平成19年8月8日

平成21年10月1日

平成22年6月1日

平成24年9月1日

トラフィックガード株式会社を「セントラルファシリティ

」部業事グンシーソトウア「、し更変号商へ」社会式株

「メンテナンス事業部」を新設

2002ＦＩＦＡワールドカップ警備を担当（延べ 2,600 名）

ISO9001：2000の認証取得

資本金3,000万円に増資

中央警備業防犯協会会長

セントラルファシリティ株式会社、有限会社北海美研

清掃部門を吸収合併し、商号をチュウケイ株式会社に

変更　「警備事業部」に加え、「人材サービス事業部」

「メンテナンス事業部」を新設

一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可、

札幌市へ清掃業の登録

東京本社開設

資本金3,600万円に増資

チュウケイセキュリティ株式会社設立

神奈川支社開設

東京本社と神奈川支社を統合し、関東支社開設

チュウケイキャスティング株式会社設立

沿革・主要契約先

資本金 300万円で創業

北海道帝国警備保障株式会社を北海道中央警備保障

株式会社に商号変更

資本金 600万円に増資　塩業ビル様へ移転

北海道警備業協会理事

社団法人北海道警備業協会副会長

社団法人北海道警備業協会労務特別委員長

中央警備業防犯協会会長

釧路支社開設

100％子会社「トラフィックガード株式会社」設立

中央防犯協会連合会副会長

資本金 1,000万円に増資

社団法人北海道警備業協会会長

社団法人全国警備業協会理事・労務委員長

財団法人北海道暴力追放センター理事

帯広支社開設

旭川支社開設

北見支社開設

函館支社・室蘭営業所開設

苫小牧支社（現在の胆振支社）開設

小樽支社開設

  

    

    

  

    

    

       

     

   

     

     

     

    

 

   

  

   

   

ISO9001:2000の認証取得

資本金 3,000万円に増資

中央警備業防犯協会会長

札幌地区警備業防犯協議会会長

 

一

東京本社開設

資本金 3,600万円に増資

チュウケイセキュリティ株式会社設立

神奈川支社開設

チュウケイキャスティング株式会社設立

本社事務所を第 28桂和ビル様へ移転

東北支社開設

  

  

  

  

  

    

  

北海道 

北海道警察本部 

札幌市 

旭川市 

(社 )石狩観光協会 

いしかり産業まつり実行委員会 

日本海さけます増殖事業協会 

白老牛肉まつり実行委員会 

くしろ港まつり会 

釧路湿原マラソン実行委員会 

函館ハーフマラソン大会実行委員会 

シンデレラ夢まつり実行委員会 

(株 )大丸松坂屋百貨店 

(株 )JFRサービス  

(株 )新和 

(株 )大成有楽不動産 

(株 )京王プラザホテル札幌 

(株 )大日本印刷 

(株 )札幌副都心開発公社 

(株 )シャトレーゼ 

千歳アウトレットモール・レラ 

㈱ホスピタリティ・オペレーションズ 

イオンディライト (株 ) 

イオンディライトセキュリティ (株 ) 

医療法人北仁会 

(株 )ジョイフルエーケー 

(株 )リライアブル 

(株 )中央管財 

(株 )パルコスペースシステムズ

日本 BS放送 (株 ) 

セコム㈱ 

セコムジャスティック (株 ) 

(一社 )北海道警備業協会 

テイケイ (株 ) 

セントラル警備保障 (株 ) 

(株 )電通北海道 

(株 )博報堂 

(株 )ナムコ 

北海道文化放送 (株 ) 

(株 )UHB企画  

北海道テレビ放送 (株 ) 

(株 )HTBプロモーション  

(株 )長崎屋 

北海道日本ハムファイターズ 

(株 )道新文化事業社 

ドン・キホーテ 

銀行業務検定協会 

マックスバリュ北海道 (株 )

( 株 ) 大林組 

西松建設 (株 ) 

伊藤組土建 (株 ) 

北海道技建 (株 ) 

五洋建設 (株 ) 

(株 )奥村組 

岩田地崎建設 (株 ) 

(株 )田中組 

荒井建設 (株 ) 

(株 )小椋組 

菱中建設 (株 ) 

市橋建設 (株 ) 

ヤマシタ工業 (株 ) 

三ツ輪建設工業 (株 ) 

沢田建設 (株 ) 

(株 )森本商会 

赤石建設 (株 ) 

阿寒共立土建 (株 ) 

(株 )佐藤建設工業

日本道路 (株 )  

(株 )野田組 

(株 )ネクサス 

道東舗道 (株 ) 

(株 )北海道東光興業所 

宮坂建設工業 (株 ) 

秋津道路 (株 ) 

(株 )石橋建設 

(株 )横山電気商会 

北栄道路 (株 ) 

栗林建設 (株 ) 

三井住建道路 (株 ) 

東光舗道 (株 ) 

(株 )遠藤組 

(株 )小林組 

富士建設 (株 ) 

北海道軌道施設工業 (株 ) 

(有 )阿部電気商会 

(株 )キタワラ 

戸沼建設 (株 ) 

土屋ツーバイホーム (株 ) 

札建工業 (株 ) 

(有 )上田システムプロデュース 

(株 )エルディ 

(株 )プロッド・イクス 

日伸上野ファシリティー (株 ) 

(株 )フタバ図書 

　　　　　　　　　　　　　　他

■主要契約先（敬称略・順不同）

平成13年  6月  1日

平成14年  5月 25日

平成15年 11月 17日

昭和51年 12月  1日

昭和52年　6月 16日

昭和55年  1月 23日

昭和57年　6月  1日

昭和61年　4月　1日

昭和61年　6月 25日

昭和63年　6月　1日

平成元年　2月　1日

平成 2年  5月　1日

平成 2年　6月　1日

平成 4年　5月　1日

平成 6年　5月　1日

平成 6年　5月　1日

平成 6年　5月　1日

平成 7年　3月 28日

平成10年　3月 25日

平成11年　4月 11日

平成12年　3月 11日

平成13年　3月  1日

平成13年　4月  1日

平成16年  4月  1日

平成16年  7月  1日

平成16年  9月  1日

平成16年 10月  1日

平成18年  3月 10日

平成21年 10月  1日

平成22年  6月  1日

平成24年 10月  1日

平成26年 11月  4日

平成27年  6月 25日

平成19年  8月  8日

平成19年  7月 25日

業部」「メンテナンス事業部」を新設

幌市へ清掃業の登録

HISTORY
&CONECTIONS

トラフィックガード株式会社を「セントラルファシ

リティ株式会社」へ商号変更し、「アウトソーシン

グ事業部」「メンテナンス事業部」を新設

2002FIFAワールドカップ警備を担当（延べ 2,600名）

セントラルファシリティ株式会社、有限会社北海美

研清掃部門を吸収合併し、商号をチュウケイ株式会

社に変更　「警備事業部」に加え、「人材サービス事

般労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可、札

東京本社と神奈川支社を統合し、関東支社開設


