
＜旭川中央警察署＞
番号 事業所名 事業所住所
1 株式会社アートホテルズ旭川 旭川市７条通６丁目２９－２

2 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社旭川支店 旭川市５条通９－１７０３あいおいニッセイ同和損保旭川ビル２Ｆ

3 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社旭川支店 旭川市５条通９丁目１７０３番地

4 株式会社アイ・ディー・エフ 旭川市東鷹栖４線１０号３番地１２

5 株式会社アイテック 旭川市東鷹栖１線１１号１７７９－１４

6 株式会社アイビックダスキン大町支店 旭川市大町１条８丁目

7 株式会社あいプラン　ブルーミントンヒル 旭川市高砂台１丁目２番１号

8 株式会社あいプランやわらぎ斎場旭川 旭川市５条通１５丁目

9 株式会社あいわプリント 旭川市３条通４丁目右１号

10 アウディ旭川 旭川市東鷹栖１条２丁目２６９－２２４

11 有限会社アウトバーン神居店 旭川市神居２条２１丁目９１－４２

12 株式会社青井商店 旭川市１条通１３丁目左９号

13 青木建設工業株式会社 旭川市末広２条１５丁目１番１７号

14 赤川建設興業株式会社 旭川市１０条通９丁目左１号

15 株式会社秋田銀行旭川支店 旭川市４条通９丁目1704-12

16 有限会社秋元設備 旭川市忠和５条６丁目３番１０号

17 株式会社アクティオ 旭川市末広１条12丁目1-21

18 株式会社アサノ旭川支店 旭川市緑町１７丁目

19 株式会社アサヒ 旭川市春光５条９丁目１０番６号

20 旭化成ファーマ株式会社旭川営業所 旭川市宮下通９丁目７６６番地キタノビル６階

21 有限会社旭川お城の鯉寿し 旭川市忠和６条７丁目１４番地

22 旭川ガス株式会社 旭川市４条通１６丁目左６号

23 旭川ガスサービス株式会社 旭川市４条通１６丁目左６号

24 旭川北高野球部父母の会 旭川市花咲町３丁目

25 旭川刑務所 旭川市東鷹栖３線２０号６２０番地

26 旭川ケーブルテレビ株式会社 旭川市８条西２丁目２番16号

27 旭川建築設備株式会社 旭川市忠和５条６丁目９－１６

28 株式会社旭川公益社 旭川市旭町２条３丁目

29 有限会社旭川高齢者グループホーム 旭川市春光台５条２丁目１４－７

30 旭川子ども発達支援センターたいよう 旭川市神居１条１丁目１番10号

31 旭川市北消防署 旭川市大町３条５丁目

32 旭川市消防本部 旭川市７条通１０丁目

33 旭川市水道局 旭川市上常盤町１丁目

34 旭川市鷹栖消防署 上川郡鷹栖町南１条３丁目５番２号

35 旭川実業高等学校 旭川市末広８条１丁目５７９２番地２

36 株式会社旭川シバウラ 旭川市東鷹栖東２条１丁目１３７－３６１

37 旭川市南消防署 旭川市７条通１０丁目

38 旭川市役所 旭川市６条通９丁目４６番地

39 株式会社旭川浄化 旭川市神居町上雨分１９３番地１

40 旭川食糧株式会社 旭川市６条通１０丁目右１号

41 株式会社旭川振興公社 旭川市６条通９丁目４６番地

42 旭川信用金庫 旭川市４条通８丁目



43 旭川赤十字病院 旭川市曙１条１丁目１－１

44 旭川石油株式会社 旭川市４条通１６丁目左１０号

45 旭川高砂台万葉の湯 旭川市高砂台１丁目１番５２号

46 旭川長尺工業株式会社 旭川市東鷹栖東２条２丁目１３７－３７７

47 学校法人旭川つくし学園つくし幼稚園 旭川市東鷹栖２線１１号８４５番２５

48 旭川電化株式会社 旭川市６条通１２丁目

49 旭川電力設備工業株式会社 旭川市台場１条６丁目５番９号

50 旭川トヨタ自動車株式会社旭川本社 旭川市４条通２丁目左１号

51 旭川トヨタ自動車株式会社末広店 旭川市末広１条４丁目１番３３号

52 旭川トヨタ自動車株式会社タムザ神居店 旭川市神居４条１丁目１番３０号

53 旭川トヨペット株式会社 旭川市神居８条１丁目１番２７号

54 旭川トヨペット株式会社花咲店 旭川市春光１条８丁１２番３９号

55 旭川日産自動車株式会社 旭川市神居４条１丁目１番３７号

56 旭川日産自動車株式会社春光店 旭川市春光１条７丁目１番１号

57 旭川燃油株式会社 旭川市大町２条７丁目

58 あさひかわ農業協同組合旭川中央支所 旭川市９条通８丁目左８．９

59 あさひかわ農業協同組合北部支所 旭川市花咲町７丁目

60 あさひかわ農業協同組合　江丹別支所 旭川市江丹別町中央１０６番地

61 あさひかわ農業協同組合北野支所 上川郡鷹栖町北野西４条１丁目１－３１

62 特別養護老人ホーム　旭川のなか園 旭川市神居９条３丁目19番地２

63 旭川美景園 旭川市神居町富沢４４３番地の４

64 旭川みその幼稚園 旭川市大町１条５丁目

65 旭川冷機工業株式会社 旭川市東鷹栖４線１０号３－２

66 ㈱アサヒ建設コンサルタント 旭川市８条通１５丁目左４号

67 アサヒ工営株式会社 旭川市春光台２条２丁目５番地の９

68 株式会社旭ダンケ 旭川市東鷹栖東３条４丁目２１６３番地

69 株式会社アスクゲートトラスト旭川店 旭川市４条通７丁目右４号アスクウッドビル３Ｆ

70 アフラック旭川支社
旭川市１条通９丁目５０－３
旭川緑橋通第一生命ビルディング７階

71 荒井建設株式会社 旭川市４条西２丁目２番２号

72 株式会社荒尾 上川郡比布町中町２丁目５番３号

73 荒木測量設計株式会社 旭川市北門町１４丁目

74 新菱重機サービス株式会社 旭川市末広東１条１３丁目１番２号

75 株式会社アンビエンテ丸大 旭川市神居町共栄４９３－１

76 株式会社飯島組 旭川市３条通４丁目右４号

77 株式会社家計画 旭川市９条通１１丁目２１９１番地１１０

78 イオンプロダクトファイナンス株式会社　旭川支店 旭川市１条通９丁目５０番地３

79 株式会社生駒組 旭川市４条通３丁目右１号

80 石川左官工業株式会社 旭川市北門町１３丁目

81 株式会社石田兼松八興建設 旭川市本町２丁目４３７番地１１９

82 石持建設工業有限会社 旭川市神居５条１９丁目４４番地

83 石森電気工事株式会社 旭川市北門町１３丁目２２０６－１５５

84 株式会社和心旭川警備事業部 旭川市末広４条５丁目10番13号

85 株式会社ヰセキ北海道旭川営業所 旭川市東鷹栖東１条１丁目１９９番地の１

86 一般財団法人旭川市水道協会 旭川市上常盤町２丁目１９７０



87 一般社団法人ジェネティクス北海道道北事業所 旭川市東鷹栖５線１０号

88 一般社団法人日本自動車連盟旭川支部 旭川市高砂台１丁目１－１

89 出光リテール販売株式会社北海道カンパニー旭川営業所 旭川市宮下通１３丁目1199番地ＳＫタイムビル２階

90 株式会社伊藤園旭川支店 旭川市東鷹栖４線１０号２－４

91 株式会社伊藤家石材店 旭川市旭町１条１９丁目2987番地１

92 伊藤忠エネクスホームライフ北海道(株)　旭川支店旭川営業所 旭川市東鷹栖２条４丁目６３８－９４

93 株式会社　稲毛電工舎 旭川市神居７条１７丁目３－１

94 有限会社 井上クレーン 旭川市近文町２５丁目９９９－１０

95 イハラ消防設備株式会社 旭川市住吉６条１丁目11番17号

96 合同会社今井技建 旭川市東鷹栖４条３丁目636番地の261

97 医療法人恵心会旭川老人保健施設ふれあい 旭川市錦町１８丁目２１５０番地

98 医療法人志恩会相川記念病院 旭川市大町２条１４丁目９２番地の２０

99 医療法人社団恩和会　旭川高砂台病院 旭川市高砂台１丁目１番２２号

100 医療法人社団慶友会吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号

101 医療法人社団真佑会デイサービス心のごちそう 旭川市末広東１条３丁目２番２７号

102 医療法人社団萌生会 旭川市神居２条１８丁目

103 医療法人仁友会北彩都病院 旭川市宮下通９丁目２番１号

104 医療法人フクダ 旭川市末広５条７丁目１番１号

105 岩戸造園 旭川市末広東３条４丁目１番１９号

106 植平印刷株式会社 旭川市９条通７丁目右２号

107 内村ボーリング工事株式会社 旭川市春光台２条２丁目３番１４号

108 浦辻塗装株式会社 旭川市春光台２条４丁目１番地２

109 エイジス北海道株式会社旭川ディストリクト 旭川市１条通１０丁目１０３番地８５AJビル１F

110 ＡＩＧ損害保健株式会社　旭川支店 旭川市４条通１２丁目左１０号　富士火災旭川ビル

111 エーケイ技工株式会社 旭川市神居６条６丁目２番１６号

112 エーザイ株式会社旭川コミュニケーションオフィス 旭川市３条通９丁目１７０４－１　ＴＫフロンティアビル３Ｆ

113 ＡＧＣ硝子建材株式会社北海道支社道北支店 旭川市旭町１条２１丁目２１７３－１３２

114 ＳＭＢＣ日興証券株式会社旭川支店 旭川市４条通８丁目１７０３－１２

115 江丹別産業開発株式会社 旭川市江丹別町中央１０３番地４

116 ＮＥＣフィールディング株式会社北海道支社旭川支店 旭川市３条通９丁目左１号旭川三条緑橋ビル

117 エヌ・エス株式会社道北支店 旭川市忠和５条７丁目３番１８号

118 株式会社エヌ・ティ・ティエムイーネットワークサービス事業本部 旭川市１０条通１０丁目２４９３－６３ＮＴＴ旭川市外ビル

119 NTT東日本－北海道北海道北支店 旭川市１０条通１０丁目ＮＴＴ１０条ビル

120 ＮＰＯ法人まごころ介護サービス 旭川市７条通８丁目３８－４７セントラル7条ビル202号室

121 株式会社FFアシストリハビリデイサービスあすも 旭川市４条通１７丁目１１４４－２　ハピアス２階

122 株式会社FPパートナー旭川支社 旭川市2条通8-144-2　旭川二条通ビル３０３

123 株式会社エム・イー器械 旭川市神居３条１２丁目１番６号

124 ＭＳＤ株式会社 旭川市１条通９丁目５０－３　旭川緑橋通第一生命ビル６Ｆ

125 ＭＳ北海道株式会社旭川支店 旭川市２条通９丁目２２８－２旭川道銀ビル３Ｆ

126 ＭＰアグロ株式会社旭川支店 旭川市１０条通１３丁目２４番地９８

127 遠軽信用金庫旭川支店 旭川市２条通６丁目７３番地

128 株式会社オイルウエイサービス 旭川市亀吉３条２丁目

129 株式会社大江商店 旭川市７条通１５丁目左１号

130 大塚製薬株式会社旭川出張所 旭川市亀吉３条１丁目１－１８



131 株式会社大西洋行 旭川市春光４条５丁目１番３号

132 大村建設株式会社 旭川市末広東１条１４丁目１番２５号

133 オールプランニング心株式会社 旭川市末広１条１丁目２－１

134 株式会社落合工業 旭川市旭町１条１５丁目

135 株式会社オノデラ 旭川市東鷹栖２線１１号２５３７番地の１４

136 小野薬品工業株式会社道北営業所 旭川市５条通９丁目左１号ベストアメニティ旭川ビル７Ｆ

137 帯広鋼板株式会社道北営業所 旭川市末広１条１４丁目１番２９号

138 オムロンフィールドエンジニアリング北海道株式会社旭川センタ 旭川市１条通９丁目５０番３号旭川緑橋第一生命ビル４Ｆ

139 花王グループカスタマーマーケティング株式会社北海道支社旭川支店 旭川市４条通８丁目１７０３番地１２日本生命旭川４条通ビル８階

140 花王フィールドマーケティング株式会社北海道地区旭川北見エリア 旭川市４条通８丁目１７０３－１２日本生命旭川四条通ビル８Ｆ

141 柏の里デイセンター 上川郡鷹栖町１７線１２号

142 学校法人旭川カトリック学園旭川天使幼稚園 旭川市大町１条１０丁目

143 学校法人旭川真宗学園旭川別院附属大谷さくら幼稚園 旭川市宮下通２丁目１４６３番地

144 学校法人旭川宝田学園旭川明成高等学校 旭川市緑町１４丁目

145 学校法人老久保学園ユリアナ幼稚園 旭川市神居６条１９丁目４４番地

146 学校法人御西学園 旭川市春光台４－４－２－４

147 学校法人神居学園ひとみ幼稚園 旭川市忠和４条１丁目６番５号

148 学校法人こばと学園旭川こばと幼稚園 旭川市忠和３条８丁目１－８

149 学校法人桜岡学園 旭川市旭町１条１６丁目

150 学校法人雪嶺学園 めばえ幼稚園 旭川市神居８条１２丁目７１番地

151 学校法人大雪学園たいせつ幼稚園 旭川市末広８条２丁目５３９２番地の２

152 学校法人北海道カトリック学園旭川藤幼稚園 旭川市花咲町６丁目

153 勝美舗道株式会社 旭川市東鷹栖東2条1丁目843-35

154 金丸富貴堂株式会社 旭川市神居３条２丁目４５３番地

155 カネキ鈴木造材株式会社 旭川市忠和７条３丁目２－５

156 上川生産農業協同組合連合会 旭川市宮下通４丁目２－５

157 株式会社火薬開発工業 旭川市緑町１５丁目

158 株式会社河崎建設 旭川市曙１条６丁目

159 カワモト白衣株式会社 旭川市２条通１３丁目２６５番地

160 カンエイ実業株式会社旭川営業所 旭川市北門町２２丁目２１６８番地２２８

161 環境衛生工業株式会社 旭川市８条通９丁目左６号

162 環境美装株式会社 旭川市神居４条17丁目２番６号

163 株式会社かんの旭川支店 旭川市末広東１条７丁目８２番地

164 株式会社かんぽ生命保険旭川支店かんぽサービス部旭川中央郵便局 旭川市６条通６丁目２８－１

165 株式会社キシイ 旭川市１条通１３丁目右６号

166 株式会社岸本製作所 旭川市神居町台場１条３丁目３番１１号

167 株式会社北岸工業 旭川市東鷹栖４線１０号２番地の１３

168 北北海道三菱自動車販売株式会社神居店 旭川市神居６条１丁目１番２５号

169 Ｋｉｄｓ　Ｄｕｏ旭川 旭川市６条通７丁目３１－１　アクア旭川ビル１階

170 キッセイ薬品工業株式会社旭川営業所 旭川市３条通９丁目１７０４－１ＴＫフロンティアビル７Ｆ

171 キヤノンシステムアンドサポート株式会社旭川営業所 旭川市５条通９丁目左１号ベストアメニティ旭川ビル６Ｆ

172 キャノンメディカルシステムズ株式会社旭川営業所 旭川市１条通９丁目５０番地３

173 共栄火災海上保険株式会社旭川支社 旭川市５条通１０丁目左１号

174 有限会社協同電設 上川郡鷹栖町南１条３丁目３番１号



175 杏林製薬株式会社旭川営業所 旭川市５条通９丁目左１号ベストアメニティ旭川ビル１０Ｆ

176 協和キリン株式会社旭川営業所 旭川市６条通７丁目３０－１３

177 共和コンクリート工業株式会社旭川支店 旭川市１条通９丁目５０番３旭川緑橋通第一生命ビル

178 旭星クリーン株式会社車両ターミナル 旭川市東鷹栖１線11号

179 旭星クリーン株式会社リサイクルセンター 旭川市東鷹栖東２条３丁目137番地

180 旭陽電機株式会社 旭川市１条通１５丁目右１号

181 株式会社清浜 旭川市末広１条６丁目１番２８号

182 銀のさら旭川店 旭川市９条通12丁目2191-34

183 ㈱クボタ建機ジャパン北海道営業部旭川営業所 旭川市末広１条１４丁目１番３９号

184 株式会社クマザキ電工 旭川市緑町１３丁目２６８５－３３

185 有限会社村上クリーンサービス 旭川市神居町共栄４９３番地の１

186 クリーンサービスダイシン有限会社 旭川市曙１条８丁目２番１２号新東ビル

187 グリーンテックス株式会社 旭川市東鷹栖東２条２丁目１３７－３７３

188 株式会社グレース 旭川市川端町４条７丁目４番２３号

189 合同会社クローバーオートレンタル 旭川市４条通２－１３２１－１

190 株式会社軽自動車館　旭川店 旭川市忠和４条８丁目１－１２

191 株式会社健康会ヘルパーステーションあけぼの 旭川市曙１条７丁目２番１号

192 株式会社建築資料研究社 旭川市１条１０丁目１０３－８５　ＡＪビル５Ｆ

193 公益財団法人旭川市公園緑地協会 旭川市花咲町３丁目

194 公益財団法人北海道対がん協会旭川がん検診センター 旭川市末広東２条６丁目６－１０

195 公益財団法人北海道農業公社旭川支所 旭川市宮下通４丁目２番５号

196 合資会社南澤輝佳 旭川市末広東２条９丁目６番２２号

197 株式会社弘善社 旭川市末広２条３丁目３番１５号

198 株式会社厚友会 旭川市５条通２丁目１６７７番地７

199 興和株式会社 札幌支店旭川営業所 旭川市４条通８丁目１７０３－５９旭川４条ビル４Ｆ

200 コーセー化粧品販売（株）北海道支店・旭川オフィス 旭川市宮下通７丁目３８９７－１２第一生命ビル６F

201 北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社 旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７－４１

202 国分北海道株式会社　道北支社　道北支店 上川郡鷹栖町７線１１号

203 こくみん共済ＣＯＯＰ道北支店 旭川市２条通８丁目１４４－２旭川二条ビル５F

204 五光トータル防災株式会社 旭川市９条通１３丁目右１号

205 有限会社こころ 旭川市亀吉２条２丁目３－５

206 株式会社コタニ工業鉄骨ガレージ部 上川郡比布町基線４号８０８番地７０

207 株式会社コタニ工業 旭川市北門町１８丁目２１５３番地

208 小橋工業株式会社北海道営業所 上川郡鷹栖町８線西２号６番

209 株式会社小林かもじ店 旭川市５条通７丁目右１０号

210 株式会社小森工務店 旭川市台場１条６丁目４番７号

211 今野醸造株式会社 旭川市近文町１９丁目２７２７－５

212 株式会社サービスライフ 旭川市大町１条２丁目９－１５４

213 株式会社齊藤工業所 上川郡鷹栖町９線１号４番地

214 斉藤塗装工業株式会社 旭川市川端町４条７丁目

215 株式会社さくらライフコミュニケーション 旭川市５条通１３丁目６４７－１

216 有限会社佐々木石材工業 旭川市神居５条１１丁目４番１３号

217 札建工業株式会社旭川支店 旭川市宮下通６丁目１番２号

218 澤井商事株式会社旭川支店大町事業所 旭川市大町１条７丁目20-13



219 澤井石油商事株式会社旭川支店 旭川市９条通７丁目

220 三協テック株式会社旭川支店 旭川市東鷹栖町東２条２丁目１３７番地３９０

221 株式会社三光産業旭川営業所 上川郡鷹栖町14線16号

222 株式会社三幸ランドプランニング 旭川市緑町２５丁目２１４３の４１

223 株式会社サンデリカ旭川事業所 旭川市神居９条１丁目７番１号

224 参天製薬株式会社 旭川市６条通７丁目３１－１

225 サントリービバレッジソリューション株式会社北海道支社旭川支店 旭川市東鷹栖１線１１号

226 株式会社三陽測量設計 旭川市忠和４条３丁目３番３号

227 三和シャッター工業株式会社北海道事業部道北ブロック旭川統括営業所 旭川市神居３条７丁目３７１番地１

228 ジェイアール北海道エンジニアリング株式会社旭川支店 旭川市近文町２１丁目

229 自衛隊旭川地方協力本部 旭川市春光町国有無番地

230 ＪＡ共済損害調査株式会社旭川支店 旭川市宮下通４丁目２番５号　ＪＡ上川ビル３階

231 塩野義製薬株式会社旭川営業所 旭川市宮下通７丁目３８９７－１２旭川第一生命ビル３階

232 シグナス商事株式会社 旭川市２条通１１丁目右３号

233 株式会社十商カムイ 旭川市神居町共栄４０１番地１

234 株式会社七宝農研 上川郡比布町８８３番１

235 下村電気株式会社 旭川市５条通１６丁目左８号

236 シャープサポートアンドサービス株式会社旭川フィールドブランチ 旭川市1条通４丁目左10号

237 シャープマーケティングジャパン(株)旭川支店 旭川市１条通４丁目左１０号

238 社会医療法人元生会森山病院 旭川市宮前２条１丁目１番６号

239 社会医療法人元生会森山メモリアル病院 旭川市旭町２条１丁目３１番地

240 社会福祉法人楽生会 旭川市２条通１１丁目１０６番地

241 社会福祉法人愛善会緑風苑 旭川市春光台４条１１丁目５２４９－１

242 社会福祉法人あかしあ労働福祉センター 旭川市末広２条１３丁目６番１７号

243 社会福祉法人旭川ねむのき会ねむのき神居 旭川市神居町雨紛１６０番地９

244 社会福祉法人旭川育児院 旭川市台場２条２丁目３番４５号

245 社会福祉法人旭川泉会　森のいずみこども館 旭川市神居町神岡242-１

246 社会福祉法人旭川旭親会旭川福祉園 旭川市花咲町１丁目2232番地

247 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 旭川市５条通４丁目８９３番地の１旭川市ときわ市民ホール１Ｆ

248 社会福祉法人　旭川たいせつ福祉会 旭川市東鷹栖２線１８号１０４５番地

249 社会福祉法人旭川ねむのき会ねむのき福祉センター 旭川市神居３条６丁目１番６号

250 社会福祉法人旭川ねむのき会ねむのきワークセンター 旭川市神居６条１９丁目４４－５

251 社会福祉法人旭川福祉事業会老人保健施設サニーヒル 旭川市末広８条６丁目５３０７

252 社会福祉法人旭川福祉事業会特別養護老人ホーム誠徳園 旭川市末広８条６丁目５３０７番地

253 社会福祉法人旭川水芝会 旭川市末広８条５丁目５３１７の１４

254 社会福祉法人旭川緑光会軽費老人ホーム旭川緑光苑 旭川市神居町台場２９９番地

255 社会福祉法人敬生会身体障害者療護施設敬愛園 旭川市末広８条６丁目５３０５番地

256 社会福祉法人敬生会養護老人ホーム『敬心園』 旭川市春光台１条７丁目５３０４－１

257 社会福祉法人寿光会 旭川市近文町１３丁目２９１６番地２

258 社会福祉法人大悲会　特別養護老人ホームあそか苑 上川郡比布町東町２丁目５番２号

259 社会福祉法人鷹栖共生会みらい 旭川市台場２条５丁目５－２

260 社会福祉法人鷹栖共生会とわ北斗 上川郡鷹栖町１４線１７号

261 社会福祉法人比布町社会福祉協議会 上川郡比布町北町１丁目２番２号

262 社会福祉法人北海道療育園 旭川市春光台４条１０丁目



263 社団法人北海道総合在宅ケア事業団旭川地域訪問看護ステーション 旭川市９条通７丁目右１タナカ２４

264 株式会社ジャックス旭川支店 旭川市１条通９丁目５０番地の３旭川緑橋通第一生命ビル２Ｆ

265 株式会社常口アトム旭川支店　旭川管理センター 旭川市４条通８丁目１７０３番地５８モダ４・８ビル４階

266 株式会社常口アトム旭川支店 旭川市４条通８丁目１７０３－５８モダ４・８ビル１階

267 株式会社商工組合中央金庫旭川支店 旭川市５条通９丁目１７０３番地８１

268 株式会社城通信建設 旭川市北門町２０丁目２１７２番地

269 真興建設株式会社 旭川市東鷹栖２線１１号

270 新谷建設株式会社 旭川市６条通３丁目右１０号

271 株式会社翠光園 旭川市川端町４条１０丁目３番２３号

272 株式会社スウェーデンハウス旭川営業所 旭川市１条通１３丁目左１号クリエイトビル２Ｆ

273 スガイランドリー株式会社 旭川市近文町２１丁目４０６１－２

274 有限会社杉谷電機 旭川市春光５条８丁目６番９号

275 有限会社助安農場 上川郡鷹栖町１１線１１号３番地

276 株式会社鈴木組 旭川市宮下通１４丁目左１号

277 株式会社鈴木土木 旭川市忠和５条８丁目２番２６号

278 株式会社須田製版旭川支社 旭川市忠和５条８丁目３番１号

279 住友ファーマ株式会社　旭川営業所 旭川市３条通９丁目１７０４の１住友生命旭川ビル８Ｆ

280 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部旭川西センター 旭川市北門町18丁目2155番地

281 株式会社生活プロデュースリーシングビック旭川大町店 旭川市大町３条８丁目２３９７－５４

282 株式会社生活プロデュースリーシングビッグ旭川中央店 旭川市１条通１５丁目１１２－２

283 株式会社生活プロデュースリーシング 旭川市宮下通７丁目３８９７－１　駅前ビル２階

284 株式会社生活プロデュース 旭川市宮下通７丁目３８９７番地１　駅前ビル２階

285 清香園山田植木株式会社 旭川市３条通１３丁目左５号

286 株式会社セイコーマート旭川地区事務所 旭川市東鷹栖４線10号２－２

287 セイコーリテールサービス株式会社 旭川市東鷹栖４線１０号２－２

288 税理士法人北都会計 旭川市１条通１２丁目右１０号

289 株式会社セーヴ・エナジー 旭川市春光台２条２丁目２番１２号

290 株式会社瀬尾塗装部 旭川市忠和４条５丁目１番４号

291 セコム株式会社旭川統括支社 旭川市宮下通４丁目２番５号ＪＡ上川ビル３Ｆ

292 株式会社セノン　道央営業所 旭川市一条通８丁目５４２－４一条緑橋通ビル７Ｆ

293 株式会社セラ・ハウジング 旭川市末広２条６丁目６番10号

294 全国共済農業協同組合連合会北海道本部旭川支所 旭川市宮下通４丁目２番５号

295 全国共済連北海道本部旭川損害調査サービスセンター 旭川市宮下通４丁目２番５号

296 株式会社扇松園 旭川市高砂台３丁目８－３

297 株式会社　ゼンリン旭川営業所 旭川市３条通９丁目７１０番地損保ジャポン旭川ビル１Ｆ

298 綜合警備保障株式会社北海道支社旭川支店 旭川市大町２条３丁目ALSOK旭川ビル

299 株式会社ソラスト旭川支社 旭川市１条通８丁目５４２－４一条緑橋通ビル８Ｆ

300 損害保険ジャパン株式会社 旭川市３条通９丁目７１０番地損害保険ジャパン旭川ビル

301 ＳＯＭＰＯケア旭川福祉用具 旭川市２条通３丁目９４番地旭川２．３ビル１F

302 株式会社ダイイチ旭川本部 旭川市春光１条８丁目１－７７

303 第一クレーン興業株式会社 旭川市東鷹栖１条１丁目１１０番地の４６

304 第一三共株式会社旭川営業所 旭川市宮下通７丁目3897-12旭川第一生命ビルディング５階

305 株式会社第一創健社 旭川市末広東３条３丁目２番１２号

306 株式会社ダイイチプラニング 旭川市川端町１条６丁目１番１７号



307 大建土木株式会社 旭川市緑町１７丁目３０１７番地の７

308 大新東株式会社　旭川営業所 旭川市東鷹栖３線20号620番地

309 大雪消防組合比布消防署 上川郡比布町北町１丁目３番２２号

310 たいせつ農業協同組合本所 旭川市東鷹栖１条３丁目６３５番地の５８

311 たいせつ農業協同組合鷹栖支所 上川郡鷹栖町北１条１丁目１番４号

312 大雪林業株式会社 旭川市大町２条１０丁目１７３－２７１

313 大地コンサルタント株式会社 旭川市４条西２丁目１番１２号

314 大東建託株式会社旭川支店 旭川市宮前１条２丁目３番１０号グランジュ北彩都１階

315 大東建託パートナーズ株式会社 旭川市４条通８丁目１７０３－５９旭川４条ビル３F

316 大道綜合警備株式会社旭川営業所 旭川市末広６条３丁目２番１３号

317 大東電気工事株式会社 旭川市１条通１４丁目左８号

318 太平ビルサービス（株）旭川支店 旭川市６条７丁目右１号３０－１

319 太平洋興産株式会社 旭川市大町２条７丁目

320 大鵬薬品工業株式会社旭川出張所 旭川市亀吉３条１丁目１番１８号

321 大丸株式会社道北支店 旭川市台場１条１丁目１番８号

322 株式会社太洋旭川支店 旭川市大町２条７丁目２１番地２８５

323 株式会社高砂温泉 旭川市高砂台８丁目２３５－１－５

324 髙砂酒造株式会社 旭川市宮下通１７丁目右１号

325 鷹栖町商工会 上川郡鷹栖町南１条１丁目１番２６号

326 鷹栖町教育委員会 上川郡鷹栖町南１条３丁目５番１号

327 鷹栖町役場 上川郡鷹栖町南１条３丁目５番１号

328 高田建設株式会社 旭川市末広東１条１２丁目２－３

329 株式会社たかでん 旭川市末広６条１丁目１－９

330 タカハタ建設株式会社 旭川市本町３丁目437番地239

331 タカラスタンダード株式会社旭川営業所 旭川市末広東１条６丁目

332 タキグチ自動車工業株式会社 旭川市東鷹栖４線１０号７の６

333 多機能型事業所きらり「生活介護事業」 旭川市神居１条１丁目１番10号

334 株式会社武田建商 旭川市神居５条１１丁目１番１６号

335 株式会社田島電気商会 旭川市曙１条３丁目２番１号

336 株式会社ダスキン旭川 旭川市曙１条７丁目

337 有限会社ダスキン層雲 旭川市東鷹栖４線１０号６番地の５

338 株式会社多田総合会計事務所 旭川市１条通１３丁目左１号クリエイトビル３Ｆ

339 立山青野建設株式会社 旭川市春光台３条３丁目４番２５号

340 株式会社多東組 旭川市９条通９丁目左１０号

341 株式会社田中組旭川支店 旭川市宮下通１３丁目右１０号

342 田辺三菱製薬株式会社　旭川営業所 旭川市４条通８丁目１７０３－１２日本生命旭川四条通ビル２階

343 谷口建設株式会社 旭川市神居町台場６２番地

344 タニコー株式会社旭川営業所 旭川市末広７条１丁目４番地２

345 タマホーム株式会社旭川営業所 旭川市末広東１条６丁目１－５

346 田宮薬品株式会社北海道支店 旭川市春光５条２丁目２番１１号

347 株式会社ダンケジャパン 旭川市神居町富岡555番地の２

348 株式会社ダンネツ 旭川市忠和５条４丁目６３番地６３６

349 有限会社千田設備 旭川市春光台５条３丁目１５番１９

350 知的障害児施設希望学園 旭川市春光台４条１０丁目



351 知的障害者更生施設「大雪の園」 上川郡鷹栖町１８線９号２番地

352 地方独立行政法人北海道立総合研究機構上川農業試験場 上川郡比布町南１線５号

353 中央警備保障株式会社 旭川市旭町２条１０丁目

354 中外製薬株式会社札幌支店旭川オフィス 旭川市４条通８丁目１７０３番１２号日本生命旭川４条通ビル６Ｆ

355 千代田電装工業株式会社 旭川市４条通２丁目

356 株式会社つうけんアクティブ 旭川市東鷹栖４線１０号１－５

357 株式会社つうけん道北事業部旭川事業所 旭川市緑町２４丁目２１７４番地１６

358 塚本重機株式会社 旭川市末広１条４丁目４番３６号

359 株式会社ツクイ旭川雨紛営業所 旭川市神居２条２０丁目８２－８３

360 株式会社辻商会比布営業所 上川郡比布町８０８番６

361 株式会社つたもり 旭川市旭町１条６丁目

362 株式会社土屋ホームトピア旭川支店 旭川市４条西２丁目２番地

363 つつじの里 旭川市春光台４条１０丁目５７６５番地

364 壷屋総本店 旭川市忠和５条６丁目５番３号

365 株式会社ツムラ医薬営業本部旭川営業所 旭川市１条通９丁目５０－３旭川緑橋通第一生命ビル４階

366 ＤＣＭホーマック株式会社春光店 旭川市花咲町６丁目２２７２番地６２

367 デイサービスきたえるーむ旭川旭町 旭川市旭町１条１２丁目６８８－２５２

368 デイサービスきたえるーむ旭川神居 旭川市神居３条１９丁目７２－３８

369 株式会社テクノス北海道 旭川市忠和４条７丁目４番１０号

370 株式会社テクノス北海道旭川下水事業部 旭川市神居町忠和２８７番地

371 テルウェル東日本(株)旭川支店 旭川市５条通８丁目ＮＴＴ旭川５条ビル内

372 株式会社テレ・マーカー旭川営業所 旭川市６条通８丁目ＮＴＴ５条ビルＣ棟５Ｆ

373 株式会社東京海上日動パートナーズ北海道 旭川市６条通７丁目３０－１３旭川東京海上日動ビル１階

374 東京海上日動火災保険株式会社旭川支店 旭川市６条通７丁目３０－１３旭川東京海上日動ビル

375 東京海上日動調査サービス株式会社 旭川市６条通７丁目３０－１３

376 東京美装北海道株式会社旭川支店 旭川市４条通９丁目左１号旭川北洋ビル

377 東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ旭川ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ 旭川市２条通１３丁目左３号富士原ビル２Ｆ

378 株式会社道新なかた神居店 旭川市神居３条１０丁目２番１３号

379 株式会社道新なかた忠和店 旭川市忠和５条７丁目１番１４号

380 東テク北海道株式会社旭川営業所 旭川市台場２条３丁目２番１０号

381 株式会社ドウデン旭川支店 旭川市宮下通５丁目２番７号

382 株式会社道都警備旭川支店 旭川市２条通７丁目２２７－１マルカツデパート７Ｆ

383 道内建設株式会社 旭川市東鷹栖東２条６丁目３１２

384 株式会社道北建装 旭川市忠和４条３丁目４番２５号

385 株式会社道北建装東鷹栖事業所 旭川市東鷹栖４線１０号７番地２

386 道北自動車工業株式会社 旭川市末広１条１５丁目１番２４号

387 道北振興株式会社 旭川市５条通６丁目右１号

388 株式会社道北鋪道 旭川市近文町２０丁目１１２０番地２１

389 株式会社トウマ生活向上企画 旭川市２条通３丁目２６０番地の２

390 東洋羽毛北部販売株式会社旭川営業所 旭川市曙１条６丁目１番７号

391 登楊建設有限会社 旭川市東鷹栖４条４丁目６３９－２２５

392 株式会社東洋実業旭川営業所 旭川市４条通９丁目右１０号

393 東洋設備株式会社 旭川市東鷹栖４線１０号４番地１１

394 東立産業株式会社 旭川市大町２条１７丁目５７６番地の５



395 道輪工業株式会社 旭川市９条通９丁目右１号

396 株式会社東和 旭川市曙北３条７丁目３番３号

397 株式会社ドースイ 旭川市東鷹栖４線１０号２番地４

398 特定非営利活動法人のどか 上川郡比布町寿町１丁目１番１号

399 特定非営利活動法人ライフサポート絆 旭川市忠和４条７丁目１番２号

400 特別養護老人ホーム敬生園 旭川市末広８条６丁目５３０５番地

401 特別養護老人ホーム末広たいせつの郷 旭川市末広東１条13丁目２番34号

402 株式会社ドコモCS北海道　北海道北支店 旭川市２条通１０丁目ドコモ旭川第２ビル

403 トヨタカローラ旭川株式会社 旭川市忠和５条８丁目２番１１号

404 トヨタカローラ旭川株式会社大町店 旭川市大町２条９丁目７７番地３０

405 トヨタカローラ道北株式会社　末広店 旭川市末広東１条４丁目１番３号

406 トヨタカローラ道北株式会社　四条店 旭川市４条通１２丁目左２号

407 株式会社トヨタレンタリース旭川 旭川市東鷹栖４線１０号１番地８

408 株式会社ナビ 旭川市末広東３条３丁目３番１２号(株)ナビビル２階

409 新島工業株式会社 旭川市神居２条６丁目

410 二幸産業株式会社旭川営業所 旭川市４条通８丁目１７０３－５９ＬＣＩ号館２階

411 株式会社ニサカ 旭川市８条通９丁目左９号

412 株式会社西岡国昭建設旭川支店 旭川市９条西２丁目２番３２号

413 株式会社西野建設 上川郡鷹栖町１４線９号５番地

414 ニチイケアセンター神居 旭川市神居２条８丁目２－１０　ミカミビル第１

415 ニチイケアセンター亀吉 旭川市亀吉１条３丁目１－１０

416 ニチイケアセンター末広 旭川市末広東１条９丁目４－７

417 株式会社日興ジオテック 旭川市神居２条１８丁目２番１２号

418 日清医療食品株式会社北海道支店 旭川市神居２条３丁目２番１５号

419 日新火災海上保険株式会社北海道事業部旭川サービス支店 旭川市４条通９丁目１７０４－１２朝日生命旭川ビル３Ｆ

420 日新工業株式会社 上川郡比布町中町１丁目１－１

421 日進設備工業株式会社 旭川市神居７条２丁目２番１０号

422 株式会社日専連旭川 旭川市２条通８丁目１４４番地７

423 日東石油株式会社 旭川市本町３丁目４３７番地２３９

424 株式会社ＮＩＰＰＯ道北統括事業所 旭川市７条西５丁目１番２１号

425 ニプロ株式会社旭川営業所 旭川市１条通８丁目５４２番地４一条緑橋通ビル４F

426 日本キャタピラー合同会社北海道地区旭川営業所 旭川市東鷹栖２線１１号２５３７番地

427 日本梱包運輸倉庫株式会社鷹栖センター出張所 上川郡鷹栖町２１線１１号

428 日本新薬株式会社札幌支店旭川営業所 旭川市４条通９丁目１７０３旭川北洋ビル

429 日本タイプ事務器株式会社 旭川市９条通７丁目右３号

430 日本通運株式会社札幌支店道北営業センター 旭川市宮下通12丁目1173番地

431 日本道路興運株式会社旭川営業所 旭川市大町１条３丁目９－２８

432 日本年金機構旭川年金事務所 旭川市宮下通２丁目１９５４－２

433 株式会社日本ハウスホールディングス日本ハウス事業部旭川支店 旭川市４条西５丁目１番１６号

434 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社旭川営業所 旭川市１条通９丁目５０－３旭川緑橋通第一生命ビル８Ｆ

435 日本放送協会旭川放送局（ＮＨＫ） 旭川市６条通６丁目２７

436 日本郵便株式会社旭川中央郵便局 旭川市６条通６丁目２８－１

437 日本郵便株式会社鷹栖郵便局 上川郡鷹栖町南１条２丁目９－２４

438 日本郵便株式会社比布郵便局 上川郡比布町寿町１丁目１－７



439 株式会社日本旅行北海道旭川支店 旭川市３条通９丁目１７０４番の１

440 株式会社ニューアクシス 旭川市東鷹栖東３条４丁目２１６３番地

441 ㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道　旭川道路事務所 旭川市字近文７線南１号５７６６－４

442 株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道旭川事業所 旭川市字近文７線南１号５７６６番の４

443 株式会社ネクストソリューションズ 旭川市５条通１６丁目左９号

444 ネッツトヨタ旭川株式会社 旭川市忠和８条６丁目１番５号

445 ネッツトヨタたいせつ株式会社神居店 旭川市神居８条１丁目１番２９号

446 ネッツトヨタたいせつ株式会社末広店 旭川市東鷹栖４線１０号１番地１

447 株式会社ノヴェロ旭川支社 旭川市１条通１１丁目左１号

448 ノース物産株式会社 旭川市東鷹栖東３条１丁目１９２２番地

449 株式会社ノーリツ北海道支店旭川営業所 旭川市曙１条２丁目２９９

450 野田建設工業株式会社 旭川市東鷹栖東２条３丁目

451 株式会社野原建設 旭川市春光６条５丁目６番２０号

452 ノボノルディスクファーマ株式会社旭川オフィス 旭川市４条通12丁目左10号富士火災旭川ビル３Ｆ

453 野村證券株式会社旭川支店 旭川市５条通９丁目右１号

454 株式会社ハウジング髙橋 旭川市末広３条３丁目４番１７号

455 株式会社橋本川島コーポレーション 旭川市旭町２条７丁目１２番地９０

456 株式会社ハスコム 旭川市４条西３丁目１番１１号

457 畠山建設株式会社 旭川市９条通１２丁目

458 有限会社ビー・ブラッド本社 旭川市大町１条５丁目１４－１８４

459 合同会社beams 障がい福祉サービス事業所びーむ 旭川市春光７条９丁目７番10号

460 東日本高速道路株式会社北海道支社旭川管理事務所 旭川市字近文７線南１号５７６６－４

461 ビジネットグループ株式会社 旭川市７条通１３丁目５９番地

462 比布町農業協同組合 上川郡比布町西町３丁目５番１４号

463 比布町役場 上川郡比布町北町１丁目２番１号

464 株式会社ヒラケン工業旭川営業所 旭川市錦町１３丁目

465 株式会社ビルテクノ 旭川市神居７条１１丁目２番７号

466 株式会社廣田木材店 旭川市錦町１４丁目

467 弘友設備工業株式会社 旭川市旭町２条５丁目１２－１９８

468 株式会社廣野組 旭川市４条通１０丁目２２３３番地１１

469 株式会社フィリップスジャパン 旭川市４条通１丁目1963-8

470 株式会社フォーシーズピザーラ旭川中央店 旭川市５条西１－１－１７

471 株式会社フォレスト旭川カントリークラブ 旭川市神居町上雨紛４３０

472 藤井測量設計株式会社 旭川市神居１条９丁目４番１５号

473 藤川電設工業株式会社 旭川市東鷹栖１条２丁目635-344

474 富士産業株式会社北海道北事業部 旭川市４条通１０丁目左７号大同生命旭川ビル５階

475 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 旭川市１条通９丁目５０番地３旭川緑橋通第一生命ビル３Ｆ

476 株式会社富士メン 旭川市忠和６条４丁目１番２号

477 株式会社富士薬品旭川営業所 旭川市春光５条９丁目１３－２５

478 藤原製麺株式会社 旭川市９条通１４丁目左１０号

479 有限会社渕上組 旭川市神居町台場２条５丁目１２－１０

480 船城　一泰 旭川市末広５条９丁目８－１２

481 ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社旭川事務所 旭川市１条通９丁目右10号太陽生命旭川ビル５Ｆ

482 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社旭川営業所 旭川市東鷹栖４線１０号３番地４



483 株式会社ブルケン東日本　旭川営業所 旭川市東鷹栖４線10号4-15

484 平和鉄構株式会社 旭川市宮下通９丁目キタノビル

485 株式会社ベリージャパン 旭川市曙北３条７丁目３番１０号

486 ベルクラシック旭川 旭川市本町２丁目

487 株式会社ベルックス旭川営業所 旭川市６条通７丁目３１番地１

488 有限会社訪問看護ステーションモモ 旭川市北門町２２－２１６８－１３１

489 北栄通信工業株式会社 旭川市末広東２条１３丁目２番１６号

490 北央信用組合旭川支店 旭川市２条通７丁目２００１番地の１

491 株式会社北祥 旭川市神居町上雨紛１９４-１６

492 ㈱北翔工業　忠和事業所 旭川市忠和５条２丁目２番１０号

493 北星信用金庫旭川支店 旭川市４条通10丁目左４号

494 北星電化工業株式会社 旭川市春光７条７丁目１－１０

495 北炭販売株式会社 旭川市大町３条７丁目

496 ほくでんサービス株式会社旭川支店 旭川市４条通１２丁目1444番地の１

497 株式会社北都測器 旭川市末広５条４丁目１－４

498 北燃商事株式会社旭川支店 旭川市４条西７丁目１－１

499 株式会社ほくみん 旭川市１条通12丁目左５号

500 北友興業株式会社 旭川市曙１条６丁目１番７号

501 株式会社北洋銀行旭川中央支店 旭川市４条通９丁目１７０３番地

502 株式会社北陸銀行旭川支店 旭川市３条通１０丁目２１８９番地

503 ホクレン農業協同組合連合会旭川支所 旭川市宮下通４丁目２－５ＪＡ上川ビル２Ｆ

504 株式会社ホッカイ 旭川市東鷹栖２条２丁目６３５番地３７５

505 株式会社北海車輌 旭川市末広１条６丁目２７５－１０

506 北海電子工業株式会社 旭川市５条西７丁目１番２０号

507 北海道旭川児童相談所 旭川市10条通11丁目

508 北海道オリオン株式会社旭川営業所 旭川市台場１条６丁目５番１９号

509 北海道上川家畜保健衛生所 旭川市東鷹栖４線１５号

510 有限会社北海道環境開発 旭川市５条通１０丁目２２３３番地１３号

511 北海道教育大学教育学部旭川校 旭川市北門町９丁目

512 北海道キリンビバレッジ株式会社道北支社 旭川市２条通９丁目２２８－２道銀ビル３階

513 株式会社北海道銀行旭川支店 旭川市２条通９丁目２２８番地

514 北海道警察旭川方面旭川中央警察署 旭川市６条通10丁目2331番地１

515 北海道警察旭川方面本部交通課 旭川市６条通１０丁目左１０号

516 北海道警察旭川方面本部交通課旭川運転免許試験場 旭川市近文町１７丁目２６９９番地の５

517 北海道警察旭川方面本部交通課高速道路交通警察隊 旭川市近文７線南１号５７６６－４

518 北海道警察旭川方面本部交通課交通機動隊 旭川市住吉７条１丁目３番１号

519 株式会社北海道建設新聞社旭川支社 旭川市５条通１２丁目左７号ツインクル５条通ビル２Ｆ

520 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７－４１

521 北海道歯科産業株式会社 旭川市２条通４丁目左１号

522 北海道新聞旭川支社 旭川市４条通９丁目旭川北洋ビル

523 北海道スバル株式会社旭川北彩都店 旭川市宮前１条２丁目５番５号

524 北海道赤十字血液センター旭川事業所 旭川市川端町７条１０丁目１番５０号

525 北海道相互電設株式会社 旭川市大町２条２丁目５番地

526 北海道建物株式会社旭川支店 旭川市２条通９丁目２２８－２



527 株式会社北海道畜産公社道央事業所上川工場 旭川市東鷹栖６線１２号５１３５番地

528 株式会社北海道通信特機旭川本社 旭川市２条通９丁目３７３－１　東栄ビル３階

529 北海道電力株式会社道北支社 旭川市４条通12丁目1444番地の１

530 北海道電力ネットワーク株式会社旭川支店 旭川市４条通１２丁目１４４４番地の１

531 北海道日紅株式会社旭川支店 旭川市東鷹栖４線１０号４番１６

532 株式会社北海道日立システムズ道北営業所 旭川市１条通９丁目右１０号太陽生命旭川ビル２階

533 北海道ビルウェア株式会社旭川事業所 旭川市４条通９丁目１７０３番地

534 北海道ベンディング株式会社旭川事業所 旭川市東鷹栖東１条６丁目６３７－４１

535 北海道マツダ販売株式会社神居店 旭川市神居６条１丁目２番２０号

536 北海道旅客鉄道株式会社旭川駅 旭川市宮下通８丁目３番１号

537 北海道旅客鉄道株式会社旭川支社 旭川市宮下通６丁目１番２号

538 北海道旅客鉄道株式会社旭川電気所 旭川市宮下通５丁目

539 北海道旅客鉄道株式会社　旭川保線所旭川保線管理室 旭川市宮下通５丁目２番２７号

540 北海道旅客鉄道株式会社　旭川保線所 旭川市宮下通５丁目２番２７号

541 北海道労働金庫旭川支店 旭川市５条通９丁目６４４番地

542 株式会社北開土木 旭川市神居町神華78番地３

543 北海丸油株式会社 旭川市本町３丁目437番地239ﾀｶﾊﾀ・日東ﾋﾞﾙ２階

544 北海電気工事株式会社　旭川支店 旭川市永山北２条８丁目１２番

545 株式会社北工学園モータースクール 旭川市東鷹栖１条１丁目６３５番地

546 株式会社堀組 旭川市８条西２丁目２－１４８５－１４６

547 ポリマー工業株式会社 旭川市３条通１６丁目２１２７番地の２

548 ホワイト急便旭川 旭川市春光１条８丁目１－１８

549 株式会社ホンダカーズ旭川末広店 旭川市末広１条８丁目１-35

550 本田技研工業(株)四輪事業本部ものづくりセンター 上川郡鷹栖町２１線１０号

551 株式会社ホンダテクノフォート鷹栖センター 上川郡鷹栖町２２線１１号

552 株式会社ホンダ四輪販売北海道旭川大橋店 旭川市亀吉２条１丁目１－２１

553 ㈱ＭＡＲＳ　デイサービスリハスタジオＮＥＸＴ末広 旭川市末広東１条７丁目１－５

554 株式会社マイナビ旭川支部 旭川市４条通８丁目１７０３－１２日本生命旭川四条通ビル４Ｆ

555 前田道路株式会社旭川営業所 旭川市東鷹栖東１条２丁目２６９－１５８

556 前田道路株式会社旭川合材工場 旭川市東鷹栖東３条１丁目１９２２－４

557 マリーブラッサム株式会社 旭川市南が丘３丁目１－１

558 株式会社丸金金田自動車 旭川市末広東１条１２丁目１番３号

559 株式会社丸京橋本ドライクリーニング工場 旭川市１条通１１丁目右７号

560 マルコウ大幸土木株式会社 旭川市忠和７条４丁目５番６号

561 丸駒シビルサービス株式会社 旭川市４条西５丁目２番２号

562 株式会社丸正田村組 旭川市東鷹栖１条３丁目

563 株式会社丸信旭川典礼社おみはなや 旭川市８条通７丁目左９号

564 有限会社丸善建設 旭川市住吉４条１丁目２番８号

565 株式会社丸孝渡辺組 旭川市旭町１条１１丁目

566 丸忠北都清掃株式会社 旭川市東鷹栖５線１０号２８４４番地２１

567 株式会社丸平森ウインド社 旭川市２条通１１丁目左６丁目

568 マルホ株式会社旭川営業所 旭川市５条通９丁目左１号ベストアメニティ旭川ビル

569 株式会社丸松ササキ工業 旭川市忠和６条２丁目３番１６号

570 株式会社ミストラル旭川営業所 旭川市東鷹栖４線１０号７－２



571 株式会社みずほ銀行旭川支店 旭川市４条通９丁目左９－１

572 三谷燃料株式会社 旭川市旭町２条９丁目

573 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 旭川市２条通９丁目２２８－２

574 三井住友海上火災保険株式会社北海道中央支店 旭川市２条通９丁目２２８－２道銀ビル内

575 三菱電機ビルソリューションズ株式会社旭川営業所 旭川市４条通９丁目１７０３旭川北洋ビル内

576 三本珈琲株式会社旭川支店 旭川市４条通３丁目１６１６番１号

577 有限会社緑鋼商 旭川市近文町１７丁目３０３９番地の１

578 美浪左官工業株式会社 旭川市神居１条１０丁目１番１０号

579 美和電気工業株式会社旭川営業所 旭川市旭町２条２丁目９－１３１

580 向野商事株式会社旭川営業所 旭川市１条通１７丁目左５号

581 有限会社宗田建設 旭川市旭町２条１丁目

582 株式会社村本金属 旭川市２条通１５丁目左５号

583 MeijiSeikaファルマ株式会社医薬北海道支店道北営業所 旭川市５条通９丁目１７０３番地

584 名鉄観光サービス株式会社旭川支店 旭川市４条通８丁目１７０３－１２日本生命旭川四条ビル５Ｆ

585 メイプル病院訪問看護ステーションＡＣＴあさひかわ 旭川市曙１条７丁目１－１

586 メットライフ生命保険株式会社旭川支社 旭川市４条通１０丁目左７号大同生命旭川ビル７Ｆ

587 茂田石油株式会社 旭川市住吉４錠２丁目８番13号

588 持田製薬株式会社旭川事業所 旭川市４条通８丁目１７０３

589 株式会社もっかいトラスト旭川営業所 旭川市曙１条８丁目１－８

590 株式会社モリタ 旭川市春光６条４丁目８番１５号

591 株式会社　モリタエレテック 旭川市花咲町６丁目

592 株式会社盛永組 旭川市４条通５丁目左１０号

593 株式会社ヤクルト北北海道 旭川市花咲町７丁目２４０７番地１２２

594 柳原興業株式会社 旭川市春光７条５丁目８番２１号

595 株式会社ヤナセ旭川支店 旭川市高砂台２丁目１番１０号

596 有限会社やはぎ旅亭雪の屋 旭川市神居町富沢４０９

597 株式会社山一 旭川市宮下通１０丁目左５号

598 株式会社山口産商旭川支店 旭川市忠和７条７丁目２５

599 ヤマサ暖房機器株式会社 旭川市大町２条６丁目

600 有限会社山添自動車学園 旭川市緑町１５丁目３０８８－４

601 株式会社山田四郎松商店 旭川市曙１条１丁目２番８号

602 株式会社ヤマダデンキ家電すまいる館＆YAMADAweb. 旭川市緑町１２丁目２７１９番地１

603 株式会社ヤマト部品 旭川市１条通５丁目右６号

604 大和ユニフォーム株式会社 旭川市６条通１６丁目左１０号

605 有限会社山本技建 旭川市末広３条１丁目１番19号

606 山本機材産業株式会社 旭川市２条通１６丁目左７号

607 株式会社山本ビル 旭川市旭町２条７丁目１２番地７７

608 株式会社湯浅 旭川市宮下通１０丁目左１号

609 ユー・システム株式会社 旭川市東鷹栖４線１０号３番地１１

610 株式会社ＵＳＥＮ旭川支店 旭川市一条通９　旭川緑橋通り第一生命ビル６Ｆ

611 株式会社ゆうちょ銀行道北パートナーセンター 旭川市６条通６丁目２８－１

612 ＵＤトラックス北海道株式会社旭川支店 旭川市末広１条１５丁目５番２６号

613 有限会社ユートピア・アットホーム旭川 旭川市大町１条９丁目１８１－９５

614 株式会社ゆう美堂 旭川市末広東２条７丁目６－１３



615 株式会社ユーワ 旭川市東鷹栖４線１０号２番１号

616 株式会社ヨコハマタイヤジャパン北海道カンパニー旭川営業所 旭川市東鷹栖４線１０号２－１

617 吉野清掃商事有限会社 旭川市神居２条１７丁目２番６号

618 らーめんスバル 上川郡鷹栖町北野東３条１丁目４－８

619 株式会社ライジング 旭川市２条通８丁目１４４番地２旭川二条通ビル６Ｆ

620 株式会社ライナーネットワーク 旭川市５条通１０丁目８５４－１

621 陸上自衛隊旭川駐屯地 旭川市春光町国有無番地

622 龍後設備株式会社 旭川市８条通１７丁目右１０号

623 株式会社リンクコーポレーション 旭川市近文町２２丁目１１１９番１３

624 株式会社エネサンス北海道旭川ガスショップ 旭川市緑町２２丁目２１９６番地

625 留萌信用金庫旭川支店 旭川市４条通14丁目612番地１

626 特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑 上川郡鷹栖町南１条３丁目２番７号

627 老人保健施設愛善ハイツ 旭川市春光台４条１１丁目５２４９番地の２

628 老人保健施設さくら館 旭川市４条西４丁目２－１

629 労働保険事務組合協同組合道央中小企業振興会 旭川市亀吉１条２丁目３番２２号

630 労働保険事務組合建設連合旭川地方建設組合 旭川市大町２条10丁目173番地の82

631 株式会社ロバ菓子司 旭川市上常盤町１丁目

632 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社旭川支店 旭川市１条通１１丁目２０１番地２

633 稚内信用金庫旭川支店 旭川市2条通８丁目左８号


