
旭川中央警察署
ＡＧＣ硝子建材株式会社旭川支店
ＪＲ北海道株式会社旭川支社（旭川保線管理室）
ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本株式会社ソリューション旭川支店
ＮＥＣフィールディング株式会社旭川支店
YKK AP株式会社旭川支店

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社旭川支店

青木建設工業株式会社
赤川建設興業株式会社
旭川ガス株式会社
旭川ガス住設株式会社
旭川刑務所
旭川建築設備株式会社
旭川市北消防署
旭川実業高等学校
旭川市南消防署
旭川市役所
旭川食糧株式会社
旭川信用金庫本店
旭川市消防本部
旭川市水道局
旭川石炭燃油株式会社
旭川赤十字病院
旭川高砂台万葉の湯
旭川高砂台病院
旭川中央警察署
旭川電化資材販売株式会社
旭川電気軌道株式会社
旭川トヨタ自動車株式会社タムザ神居店
旭川トヨタ自動車株式会社旭川本社
旭川トヨタ自動車株式会社末広店
旭川トヨペット株式会社
旭川トヨペット株式会社花咲店
旭川長尺工業株式会社
旭川日産自動車株式会社春光店
旭川日産自動車株式会社
あさひかわ農業協同組合北野支所
旭川ビルサービス株式会社
旭川方面本部旭川機動警察隊 高速中隊
旭川方面本部運転免許課
旭川方面本部旭川機動警察隊 第二中隊
旭川冷機工業株式会社
アサヒ警備保障株式会社
朝日テクノス株式会社旭川営業所
アサヒビール株式会社北海道統括本部道北支店
アサヒ工営株式会社
荒井建設株式会社
石川左官工業株式会社
石持建設工業有限会社
石森電気工事株式会社
医療法人 慶友会 吉田病院
医療法人回生会大西病院
医療法人元生会森山病院



旭川中央警察署
医療法人社団志恩会相川記念病院
植平印刷株式会社
内村ボーリング工事株式会社
浦辻塗装株式会社
エーザイ株式会社 旭川コミュニケーションオフィス
江丹別産業開発株式会社
エヌ・エス環境科学株式会社旭川支店
大谷さくら幼稚園
大塚製薬株式会社旭川出張所
大林道路株式会社旭川営業所
大村建設株式会社
花月観光株式会社
科研製薬株式会社札幌支店旭川営業所
学校法人旭川つくし学園つくし幼稚園
学校法人老久保学園ユリアナ幼稚園
学校法人御西学園
学校法人神居学園ひとみ幼稚園
学校法人雪嶺学園めばえ幼稚園
学校法人ことばと学園旭川こばと幼稚園
学校法人櫻岡学園
学校法人大雪学園たいせつ幼稚園
学校法人藤学園旭川藤幼稚園
学校法人北工学園モータースクール
カネボウ化粧品販売株式会社北海道支社旭川支店
金丸冨貴堂株式会社
株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション 道北統括事業所
株式会社NTT東日本-北海道 北海道北支店
株式会社アイビック ダスキン大町支店
株式会社アサノ旭川支店
株式会社アサヒ
株式会社旭川グランドホテル
株式会社旭川たかすゴルフクラブ
株式会社飯島組
株式会社石田兼松八興建設
株式会社エム・イー器械
株式会社オイルウエイサービス
株式会社扇松園
株式会社落合工業
株式会社オノデラ
株式会社かんの旭川支店
株式会社キシイ
株式会社岸本製作所
株式会社きぬ屋商店
株式会社キョウエイ
株式会社クマザキ電工
株式会社健康会ヘルパーステーションあけぼの
株式会社廣野組
株式会社コタニ工業
株式会社三陽測量設計
株式会社サンデリカ旭川営業所
株式会社ジャックス旭川支店
株式会社鈴木組



旭川中央警察署
株式会社須田製版旭川支社
株式会社セーヴ・エナジー
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
株式会社第一創健社
株式会社ダイイチプラニング
株式会社ダイイチ旭川本部
株式会社大西洋行
株式会社太洋旭川支店
株式会社タカデン
株式会社タカノ
株式会社武田建商
株式会社ダスキン旭川
株式会社多田総合会計事務所
株式会社多東組
株式会社田中組旭川支店
株式会社ダンネツ
株式会社丹野組
株式会社つうけん道北事業部旭川営業所
株式会社土屋ホーム旭川店
株式会社テクノス北海道
株式会社ドウデン旭川支店
株式会社道都警備旭川支店
株式会社トヨタレンタリース旭川
株式会社西野建設
株式会社ニチイケアセンター亀吉
株式会社ノヴェロ旭川支社
株式会社ノーリツ旭川営業所
株式会社野原建設
株式会社パールライン
株式会社橋本川島コーポレーション
株式会社ハスコム
株式会社ヒラケン工業旭川営業所
株式会社廣田木材店
株式会社ヒロノ測建
株式会社富士薬品旭川営業所
株式会社ベリージャパン
株式会社ベルックス旭川営業所
株式会社ホッカイ
株式会社北海道建設新聞社
株式会社北海道伝統美術工芸村
株式会社北海道銀行旭川支店
株式会社北海道畜産公社 道央事業所上川工場
株式会社北海ボデー工業
株式会社北海車輌
株式会社ホッコン旭川工場
株式会社堀組
株式会社本田技術研究所鷹栖テストコース
株式会社丸善三番館
株式会社みずほ銀行旭川支店
株式会社緑ケアライフサービス
株式会社ムラオカディーワークス
株式会社村本金属



旭川中央警察署
株式会社やくわ運輸
株式会社谷内
株式会社ヤマト部品
株式会社湯浅
株式会社ロバ菓子司
株式会社ヰセキ北海道 旭川営業所
株式会社旭ダンケ
株式会社旭屋
株式会社旭信ビジネスサービス
株式会社旭川シバウラ
株式会社旭川ビニール
株式会社旭川公益社
株式会社旭川振興公社
株式会社旭川富貴堂
株式会社伊藤家石材
株式会社横田工業
株式会社河崎建設
株式会社火薬開発工業
株式会社丸〆運送
株式会社丸金金田自動車
株式会社丸京橋本ドライクリーニング工場
株式会社丸孝 渡辺組
株式会社丸松ササキ工業
株式会社丸信旭川典礼社おみはなや
株式会社丸平森ウインド社
株式会社吉川園
株式会社金子シール
株式会社栗林商会旭川支店
株式会社弘善社
株式会社荒尾
株式会社作興運輸
株式会社三幸測量設計社
株式会社山元組
株式会社山口産商旭川支店
株式会社山田四郎松商店
株式会社宗田建設
株式会社小森工務店
株式会社小林かもじ店
株式会社城通信建設
株式会社新聞協同運輸
株式会社翠光園
株式会社生駒組
株式会社盛永組
株式会社そごう・西武旭川店
株式会社日専連旭川
株式会社北海運輸
株式会社鈴木土木
上川総合振興局 中部耕地出張所
上川生産農業協同組合連合会
旭川市鷹栖消防署
大雪消防組合 比布消防署
カワモト白衣株式会社



旭川中央警察署
北村林業株式会社
イーストジャパン株式会社北海道支社道北支店
共栄火災海上保険株式会社 旭川支社
協業組合旭川浄化
杏林製薬株式会社旭川営業所
旭新運輸株式会社
旭勇産業株式会社
旭陽電機株式会社
キリンビールマーケティング株式会社北海道支社道北支店
グリーンテックス株式会社
軽費老人ホーム旭川緑光苑
弘友設備工業株式会社
幸楽輸送株式会社旭川営業所
幸和運輸株式会社旭川営業所
五光トータル防災株式会社
個人タクシー協会
今野醸造株式会社
財団法人旭川市水道協会
斎藤塗装工業株式会社
財団法人北海道対ガン協会旭川がん検診センター
財団法人北海道農業開発公社上川支所
札建工業株式会社旭川支店
札幌交通機械株式会社旭川支店
札幌新聞輸送株式会社旭川営業所
サノフィかぶっし北日本支店道東・道北営業所
澤井石油商事株式会社旭川支店
三共舗道株式会社 旭川営業所
サンダイヤ株式会社
サントリービバレッジサービス株式会社旭川支店
サン物流旭川有限会社
三洋電機サービス株式会社 旭川サービスステーション
三和物流サービス株式会社旭川営業所
塩野義製薬株式会社旭川分室
シグナス商事株式会社
シャープエレクトロニクスマーケティング株式会社旭川支店
社会福祉法人あかしあ労働福祉センター
社会福祉法人旭川福祉事業会
社会福祉法人旭川育児院
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
社会福祉法人いちもく会
社会福祉法人北海道療育園
社会福祉法人養護老人ホーム敬心園
社会福祉法人楽生会
社団法人日本自動車連盟 旭川支部
株式会社商工組合中央金庫旭川支店
新谷建設株式会社
新日軽株式会社旭川営業所
新菱重機サービス株式会社
スウェーデンハウス株式会社旭川営業所
すずらん交通株式会社
清香園山田植木株式会社
関版テクノ株式会社旭川営業所



旭川中央警察署
セント旭川ゴルフ倶楽部
全労済 道北地区本部
綜合警備保障株式会社北海道支社旭川支店
第一クレーン興業株式会社
大起建設株式会社
大建土木株式会社
たいせつ農業協同組合本所
大地コンサルタント株式会社
大東電気工事株式会社
大日本住友製薬株式会社 旭川営業所
太平洋興産株式会社
大明建設株式会社
大有通信建設株式会社
大立運輸株式会社旭川営業所
高砂酒造株式会社
鷹栖町教育委員会
鷹栖町役場
高田建設株式会社
タカハタ建設株式会社
武田薬品工業株式会社旭川営業所
知的障害児施設 希望学園
中央警備保障株式会社
中央ハイヤー株式会社
中外製薬株式会社旭川オフィス
千代田電装工業株式会社
塚本重機株式会社
つばめ運送株式会社
テックエンジニアリング株式会社旭川サービスステーション
天北運送株式会社
東京海上日動火災保険株式会社旭川支店
東京美装北海道株式会社旭川支店
東興産業株式会社
道内建設株式会社
東邦木材株式会社
道北自動車工業株式会社
道北バス株式会社
道北振興株式会社
東北電材株式会社
東洋設備株式会社
東立産業株式会社
道輪工業株式会社
特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑
特別養護老人ホームあそか苑
特別養護老人ホーム敬生園
トヨタカローラ旭川株式会社
鳥居薬品株式会社札幌支店旭川営業所
仲山鋼材株式会社
ナラサキ産業株式会社旭川支店
新島工業株式会社
二幸産業株式会社旭川営業所
西尾ダンボール工業株式会社
日晶運輸株式会社旭川営業所



旭川中央警察署
日進設備工業株式会社
日東石油株式会社
日産ディーゼル旭川販売株式会社
日新工業株式会社
日通旭川運輸株式会社
日本オーチス・エレベータ株式会社旭川出張所
日本興亜損害保険株式会社北海道中央支店
日本梱包運輸倉庫株式会社
日本醤油工業株式会社
日本新薬株式会社札幌支店旭川営業所
日本放送協会旭川放送局
株式会社ネクスコエンジニアリング北海道 滝川道路事務所旭川分室
ネッツトヨタたいせつ株式会社神居店
ネッツトヨタ旭川株式会社
野田建設工業株式会社
ノバルティスファーマ株式会社旭川営業所
福多木材工業株式会社
美瑛小型運送株式会社
日立キャピタル株式会社札幌支店旭川営業所
比布町農業協同組合
比布町役場
ビューサイドホテル時屋亭
広富運輸株式会社
ファイザー株式会社旭川オフィス
藤井測量設計株式会社
富士火災海上株式会社旭川支店
富士タクシー株式会社
藤原製麺株式会社
北海道プリマハム株式会社旭川営業所
平和鐵構株式会社
ベルクラシック旭川
北進開発株式会社
北炭販売株式会社
北電興業株式会社旭川支店
ほくでんサービス株式会社旭川支店
北友興業株式会社
北洋銀行旭川中央支店
ホクレン運輸株式会社旭川支店
ホクレン農業協同組合連合会旭川支所
北海紙管株式会社旭川営業所
北海道教育大学教育学部旭川校
北海道キリンビバレッジ株式会社道北支社
北海道グローリー株式会社旭川支店
北海道コカコーラボトリング株式会社道北支店
北海道スバル株式会社 旭川神居店

北海道地図株式会社
北海道中央バス株式会社
北海道日紅株式会社旭川支店
北海道ペプシコーラ販売株式会社旭川支店
北海道輸送株式会社
上川農業試験場
北海道労働金庫旭川支店



旭川中央警察署
北海道旭川赤十字血液センター 旭川事業所
北海道上川家畜保健衛生所
北海丸油株式会社
ホワイト急便旭川
前田道路株式会社旭川営業所
まごころサービス旭川センター
真興運輸株式会社
真興建設株式会社
マスプロ電工株式会社旭川営業所
松岡満運輸株式会社旭川支店
松藤土建株式会社
丸井スガイランドリー株式会社
マルコウ大幸土木株式会社
丸交道交株式会社旭川支店
丸駒シビル株式会社
丸信衛生工業株式会社
丸忠北都清掃株式会社
三谷燃料株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 北海道中央生保支社
三菱電機住環境システムズ株式会社北海道支社道北支店
美浪左官工業株式会社
向野商事株式会社旭川営業所
明治製菓株式会社旭川支店
持田製薬株式会社旭川事業所
柳原工業株式会社
山口繊維株式会社
ヤマサ暖房機器株式会社
大和ユニホーム株式会社
山本機材産業株式会社
有限会社旭川の土建屋さん
有限会社オキツ産業
有限会社こころ
ユーシステム株式会社
有限会社千田設備
有限会社テクノシーエス
有限会社旭リース建材
有限会社旭川お城の鯉寿し
有限会社旭川荷役輸送
有限会社角谷モータース
有限会社丸善建設
有限会社丸隆窪田電機製作所
有限会社岩戸造園
有限会社協同電設
有限会社高砂温泉
有限会社山本技建
有限会社勝美運輸
有限会社小林清掃運輸
有限会社上川学校用品協会
株式会社早川運輸
有限会社大吉運輸
有限会社北振クリーニング工場
有限会社牧野クリーニング店



旭川中央警察署
吉野清掃商事有限会社
らーめん スバル
陸上自衛隊旭川駐屯地
龍後設備株式会社
吉野清掃商事有限会社
陸上自衛隊旭川駐屯地
日本通運株式会社旭川支店
日本郵便株式会社北海道支社（全道の郵便局で実践）


