
番号 事業所名 事業所住所
1 アースコンサルタント株式会社 旭川市豊岡４条７丁目７番１３号

2 株式会社愛農 旭川市永山９条４丁目５番３号

3 愛別町役場 上川郡愛別町字本町１７９番地

4 愛別ブロック工業株式会社 上川郡愛別町字東町８３３

5 愛別モータース株式会社 上川郡愛別町字南町２番地

6 青木電機株式会社 旭川市東旭川南１条６丁目５－８

7 株式会社青山　希望のつぼみグループ 旭川市神楽岡10条６丁目１番８号

8 株式会社明石木工製作所 旭川市流通団地２条１丁目７番地

9 アサヒ塗料興産株式会社 旭川市流通団地２条５丁目３８番２

10 株式会社アサヒ旭川営業所 旭川市永山北４条６丁目３－５

11 旭川アサノコンクリート株式会社 上川郡当麻町宇園別１区

12 旭川オートサービス株式会社 旭川市東旭川町共栄１２８

13 旭川開発建設部 旭川市宮前１条３丁目３番１５号

14 旭川開発建設部旭川河川事務所 旭川市永山１条２１丁目３番２１号

15 旭川開発建設部旭川道路事務所 旭川市神楽１条６丁目

16 旭川開発建設部旭川道路事務所上川分庁舎 上川郡上川町旭町

17 旭川ガス管工事株式会社 旭川市宮前１条５丁目３５５６－２

18 旭川ガス住設株式会社 旭川市宮前１条５丁目３５５６番地２

19 旭川ガス燃料株式会社 旭川市永山北３条１０丁目２番１２号

20 株式会社旭川環境リサイクル 旭川市神楽岡13条６丁目２番４号

21 旭川協栄紙業株式会社 旭川市宮前１条５丁目３５５６－３

22 旭川計量機株式会社 旭川市流通団地２条４丁目

23 旭川建装株式会社 旭川市永山１３条３丁目３番１号

24 旭川市クリーンセンター 旭川市東旭川町下兵村３番地の５

25 旭川市障害者福祉センター 旭川市宮前１条３丁目３番７号　旭川市障害者福祉センター内

26 旭川市消防本部旭川市総合防災センター 旭川市東光２７条８丁目

27 株式会社旭川システムサービス 旭川市７条通１９丁目左８号

28 旭川市土木事業所 旭川市東旭川町下兵村６番地の２

29 旭川市上川消防署 上川郡上川町北町２０２番地

30 あさひかわ商工会 旭川市永山２条１９丁目５番１１号

31 旭川スイミングスクール 旭川市南８条通２４丁目

32 旭川スズキ販売株式会社 旭川市永山２条２丁目４番17号

33 旭川スズキ販売株式会社　スズキアリーナ神楽 旭川市神楽５条１３丁目２－４

34 旭川東税務署 旭川市東６条１丁目２番１５号

35 旭川製麺株式会社 上川郡東川町西町６丁目２－１

36 旭川石油株式会社配送センター 旭川市永山３条９丁目１－４５

37 旭川設計測量株式会社 旭川市９条通２３丁目３－１

38 旭川大学高等学校 旭川市永山７条１６丁目３－１６

39 有限会社旭川中央食品 旭川市永山９条１丁目４番５号

40 旭川電気軌道株式会社共栄営業所 旭川市東旭川町共栄１２８

41 旭川トーヨー住器株式会社 旭川市永山１条３丁目１番２０号

42 旭川トヨタ自動車株式会社東光店 旭川市東光３条６丁目１８５－１

＜旭川東警察署＞



43 旭川トヨタ自動車株式会社永山店 旭川市永山２条１４丁目２－１７

44 旭川トヨタ自動車株式会社東旭川店 旭川市東旭川北１条１丁目３-３１

45 旭川トヨタ自動車株式会社　レクサス旭川 旭川市神楽岡１４条９丁目１番１０号

46 旭川トヨペット株式会社アクセル大雪店 旭川市大雪通６丁目４９９－１

47 旭川トヨペット株式会社東光店 旭川市東光９条７丁目１番１２号

48 旭川中税務署 旭川市宮前１条３丁目３番１５号旭川合同庁舎

49 株式会社旭川生コンサービス 旭川市流通団地２条５丁目３３番地２

50 旭川日産自動車株式会社神楽店 旭川市神楽５条９丁目１番７号

51 旭川日産自動車株式会社豊岡店 旭川市豊岡３条２丁目２番３号

52 旭川日産自動車株式会社永山店 旭川市永山２条１０丁目２番１３号

53 あさひかわ農業協同組合旭正支所 旭川市東旭川町旭正１１８番地

54 あさひかわ農業協同組合 旭川市豊岡４条１丁目１番１８号

55 あさひかわ農業協同組合　旭正資材センター 旭川市東旭川町旭正３６番地の２

56 旭川白百合幼稚園 旭川市神楽６条１丁目１番２号

57 あさひかわ農業協同組合永山支所 旭川市永山２条１９丁目３－１１

58 あさひかわ農業協同組合神楽支所 旭川市神楽５条８丁目１番１６号

59 旭川東郵便局　かんぽサービス部 旭川市東旭川町共栄９８－４

60 株式会社旭川ビニール 旭川市神楽４条14丁目１番５号

61 株式会社旭川冨貴堂 旭川市宮下通２１丁目１９７４番地３２

62 あさひかわ福祉生活協同組合 旭川市東光１条１丁目２－１２

63 株式会社旭川プレカットセンター 上川郡東川町北町７丁目１１番１号

64 有限会社旭川ポートリー 旭川市東旭川町旭正２００

65 アサヒ警備保障株式会社 旭川市豊岡４条４丁目１番１０号

66 朝日工業株式会社 旭川市８条通１９丁目左５号

67 旭宅地株式会社　当麻砕石工場 上川郡当麻町開明５区

68 旭地区トラクター共同利用組合 上川郡美瑛町字旭北星

69 株式会社朝日電機製作所 旭川市永山１４条３丁目２－３９

70 株式会社あさひ薬品 旭川市永山８条２丁目４－３

71 麻生木材工業株式会社 旭川市永山北２条１１丁目36-2

72 アスタ株式会社 旭川市工業団地３条１丁目１番３３号

73 株式会社阿曽沼建設 上川郡愛別町字南町２５番地

74 株式会社アトム農機 上川郡美瑛町北町２丁目

75 荒井建設株式会社当麻工事事務所 上川郡当麻町宇園別３区

76 株式会社あらた旭川支店 旭川市永山北１条７丁目27-1

77 アルテック株式会社旭川営業所 旭川市流通団地４条５丁目３０番地３

78 安東産業株式会社 旭川市永山２条１２丁目２－２３

79 株式会社E湯 旭川市豊岡１３条６丁目４番８号

80 イー・アイ・テック株式会社 旭川市２条通１８丁目８６６番地２

81 イーアステック株式会社 旭川市永山２条１丁目３番１０号

82 株式会社飯塚設備 旭川市新星町２丁目２－１１

83 イカリ消毒株式会社旭川営業所 旭川市８条通１９丁目１２０－２２

84 株式会社イサミ 旭川市東旭川町日ノ出２７３－６

85 株式会社石狩ガラスセンター 旭川市永山１４条３丁目３番１４号

86 石川建設株式会社 上川郡当麻町４条南３丁目



87 株式会社石山工務店 旭川市東４条８丁目１－１５

88 株式会社いずみガーデン 旭川市東旭川町下兵村４６７番地

89 株式会社イズム・グリーン 旭川市東６条４丁目１番１８号

90 株式会社ヰセキ北海道当麻営業所 上川郡当麻町５条東２丁目１番13号

91 株式会社ヰセキ北海道美瑛営業所 上川郡美瑛町北町３丁目２３４番地７

92 株式会社一印旭川魚卸売市場 旭川市流通団地１条３丁目

93 一般財団法人日本森林林業振興会旭川支部 旭川市神楽３条５丁目３番２号

94 一般財団法人北海道河川財団旭川支所 旭川市永山８条７丁目１番１７号

95 一般財団法人北海道交通安全協会旭川東地区 旭川市１条通２５丁目４８７の６

96 一般財団法人北海道森林整備公社旭川出張所 旭川市永山３条１丁目３－２６

97 一般財団法人北海道電気保安協会旭川支部 旭川市豊岡１５条４丁目５番９号

98 一般社団法人北海道クミアイ自動車学園 旭川市永山北３条８丁目１８２番地の１

99 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団当麻地域訪問看護ステーション 上川郡当麻町６条西４丁目２番８号　当麻町保健福祉施設

100 株式会社井出商会 旭川市１０条通２０丁目３－２３

101 伊藤ハムデイリー株式会社旭川営業所 旭川市流通団地１条３丁目

102 稲井電機株式会社 旭川市工業団地５条３丁目３－７

103 今井金商株式会社旭川支店 旭川市工業団地４条１丁目２番１号

104 今成鉄工建設株式会社 上川郡当麻町４条西４丁目１０－１２

105 医療法人社団圭泉会介護老人保健施設ことぶき 旭川市東旭川町上兵村３５番地５

106 医療法人歓生会介護老人保健施設フェニックス 旭川市豊岡１３条１丁目１番１７号

107 医療法人社団旭豊会 旭川市永山４条６丁目３番２４号

108 医療法人歓生会豊岡中央病院 旭川市豊岡７条２丁目１番５号

109 医療法人社団圭泉会 旭川市東旭川町下兵村２５２

110 医療法人社団慶友会予防医療センター 旭川市永山２条24丁目93-２

111 医療法人社団東旭川宏生会林医院通所介護事業所タンポポ 旭川市東旭川町上兵村５５７番地１２

112 株式会社岩崎旭川支店 旭川市流通団地２条５丁目３６－４

113 イワタニセントラル北海道株式会社旭川営業所 旭川市永山北１条９丁目21番地６

114 インタートラクターサービス株式会社旭川営業所 旭川市工業団地３条１丁目２番８号

115 株式会社インテリアサンワ 旭川市東旭川南１条４丁目

116 植山モータース株式会社 上川郡上川町花園町２６２番地

117 有限会社氏家清掃 旭川市東旭川北３条５丁目５番５号

118 歌原戸田建設株式会社 旭川市西神楽３線２５号１２番地の１４３６

119 株式会社ウッドパーツ 旭川市永山北４条６丁目２番２３号

120 エア・ウォーター北海道株式会社道北支社 旭川市南６条通２１丁目１９７８番地

121 エア・ウォーター北海道株式会社　産業戦略部　食品機械部 旭川市工業団地５条３丁目５番１７号

122 エア・ウォーター・ライフサポート㈱旭川営業所 旭川市豊岡５条４丁目１番１号

123 エア・ウォーターライフサポート(株)在宅医療事業部旭川営業所 旭川市南６条通21丁目1978番地

124 永建工業株式会社旭川支店 旭川市東８条１丁目５番３号　ＭＹＫビル３階

125 株式会社永興建設 旭川市永山北１条12丁目

126 株式会社ＨＡ通信 上川郡東川町西８号北４９番地

127 株式会社ＡＡＨグループ　森のゆ花神楽 上川郡東神楽町２５号

128 ＡＷアグリフーズテクノ株式会社旭川工場 旭川市永山１条１０丁目13番５号

129 株式会社エスデー建設 旭川市豊岡４条５丁目１０番１４号

130 エスフーズ北海道株式会社旭川支店 旭川市永山６条１丁目１番地１６



131 株式会社エドビ旭川営業所 旭川市流通団地２条２丁目２０番地

132 ＮＸ商事株式会社旭川営業センター 旭川市永山北２条８丁目２１

133 NTTアノードエナジー(株)東日本事業本部北海道支店旭川担当 旭川市東光２条３丁目ＮＴＴ東光ビル

134 ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ株式会社
カスタマサービス部北海道支店旭川サービスセンタ

旭川市神楽５条２丁目２ＮＴＴ神楽ビル

135 エノ産業株式会社 上川郡東川町北町１０丁目１番１号

136 荏原環境プラント株式会社愛別管理事務所 上川郡愛別町字金富１０６４

137 エビコー株式会社旭川営業所 旭川市東６条６丁目４－１

138 株式会社エフ・イー 旭川市工業団地３条２丁目２番２７号

139 エムエーコンサルティング株式会社 旭川市１条通２３丁目右８号

140 有限会社エムス計画 旭川市工業団地５条３丁目１番２２号

141 エンパイヤ自動車株式会社旭川デリバリーセンター 旭川市流通団地２条５丁目４

142 王子フォレストリー株式会社道北出張所 旭川市永山北１条１０丁目８－３旭川林業会館３階

143 王子木材緑化株式会社北海道支店旭川営業所 旭川市永山北１条１０丁目８－３旭川林業会館四階

144 株式会社大芝 旭川市永山１３条３丁目１番２０号

145 株式会社太田硝子店 旭川市永山３条５丁目

146 株式会社大谷 旭川市東旭川町共栄２２５番地５

147 株式会社大西紙店 旭川市流通団地１条３丁目２６－４

148 有限会社オールラウンドスタッフ 旭川市東旭川北２条１丁目３７－３６

149 株式会社オカモト 旭川市神楽７条１２丁目４番５号

150 ＯＫＩクロステック株式会社北海道支社サポートサービス部旭川支店 旭川市神楽５条４丁目１番１５号

151 株式会社小椋組 上川郡上川町字共進１５６番地の２１

152 株式会社尾田工業 旭川市東光７条５丁目３番２１号

153 小田島商事株式会社　旭川営業所 旭川市永山３条３丁目８２－４２

154 男山株式会社 旭川市永山２条７丁目１番３３号

155 株式会社表鉄工所 旭川市永山北３条７丁目２

156 親松建設株式会社 旭川市８条通２０丁目８８番地の１０

157 音楽デイサービスセンター「せっしょん」 旭川市神楽３条８丁目２－１５

158 上川鉄工有限会社 上川郡上川町本町１５９

159 介護老人保健施設回生苑 上川郡東神楽町東１線２号

160 介護老人保健施設みやびの森 旭川市東旭川町下兵村３２０番１８

161 開成設備株式会社 旭川市新星町２丁目５番２６号

162 笠間建築株式会社 上川郡上川町栄町７０－２７

163 河川サービス株式会社 旭川市流通団地２条５丁目４７番１

164 片桐機械株式会社旭川支店 旭川市工業団地１条２丁目２番６号

165 株式会社片桐紙器 旭川市工業団地２条２丁目２番６号

166 片倉コープアグリ株式会社北海道支店 旭川市永山北１条９丁目２７番地１

167 片山通信工業有限会社 旭川市南３条通２６丁目４９７－２８

168 学校法人旭川学園旭川幼稚園 旭川市東旭川町下兵村４２４

169 学校法人旭川大学 旭川市永山３条２３丁目１－９

170 学校法人旭川中央学園旭川ふたば幼稚園 旭川市豊岡６条７丁目３９－１３

171 学校法人旭川龍谷学園旭川龍谷高等学校 旭川市豊岡５条４丁目４－１

172 学校法人川畠学園旭川あゆみ幼稚園 旭川市旭神町２２番地６５

173 学校法人菊枝学園きくし幼稚園 旭川市豊岡５条４丁目４番１４号

174 学校法人こばと学園東聖こばと幼稚園 上川郡東神楽町ひじり野南１条２丁目２－２



175 学校法人雪嶺学園くりの木幼稚園 旭川市永山町４丁目１４２番地２７

176 学校法人北工学園旭川福祉専門学校 上川郡東川町進化台

177 学校法人大和学園やまと幼稚園 旭川市東光９条１丁目５－１５

178 株式会社加藤組 旭川市永山１０条２丁目１番１８号

179 株式会社加藤木建 旭川市神楽２条４丁目

180 株式会社カナモト旭川営業所 旭川市永山町１４丁目１３３番４

181 株式会社カネモ 旭川市流通団地１条３丁目１４番地の３

182 上川更正ハイム 旭川市東旭川町下兵村１１７－６

183 上川総合振興局旭川建設管理部 旭川市永山６条１９丁目１番１号

184 上川総合振興局旭川建設管理部事業室事業課 旭川市東３条５丁目１番４４号

185 上川中部福祉事務組合 上川郡当麻町４条西３丁目３番２号

186 上川中央農業協同組合 上川郡愛別町字本町１２５番地

187 上川中央農業協同組合上川支所 上川郡上川町北町１８９番地

188 上川中部森林管理署 旭川市神楽３条５丁目３番１１号

189 上川町森林組合 上川郡上川町中央町６０６番地

190 上川町役場 上川郡上川町南町１８０番地

191 上川農業改良普及センター 上川郡当麻町宇園別２区７４８番地

192 上川農業改良普及センター大雪支所 上川郡美瑛町中町４丁目４－１３

193 カメイオート北海道株式会社旭川支店 旭川市永山２条５丁目２－１７

194 有限会社川合新聞店 上川郡東神楽町南１条西１丁目２番３８号

195 株式会社カワムラ 旭川市豊岡４条３丁目７－13

196 株式会社川本第一製作所旭川営業所 旭川市永山北２条９丁目７－５

197 株式会社カンディハウス 旭川市永山北２条６丁目１－１５

198 株式会社かんぽ生命保険永山郵便局かんぽサービス部 旭川市永山２条１８丁目２－２２

199 株式会社岸田組 旭川市９条通１８丁目右１０号

200 北日本木材株式会社 旭川市東８条８丁目１－３２

201 北原建設株式会社 旭川市南３条通２４丁目１０１－８６

202 北北海道ダイハツ販売株式会社 旭川市永山２条３丁目１番２０号

203 北北海道ダイハツ販売株式会社北彩都店 旭川市神楽４条８丁目１番28号

204 北北海道三菱自動車販売株式会社旭川店 旭川市永山３条１４丁目１番６号

205 株式会社キタムラ 旭川市豊岡１１条１丁目１－２３

206 キッチンサービス株式会社 旭川市東光９条２丁目４番１１号

207 株式会社騎西組 旭川市東８条７丁目５－６

208 株式会社キムラリース旭川営業所 旭川市工業団地５条３丁目４番１２号

209 株式会社キムラ旭川営業所 旭川市流通団地２条５丁目３１－２

210 株式会社木本動力工業所 旭川市永山北３条６丁目６－１７

211 株式会社共成レンテム旭川営業所 旭川市永山３条１３丁目６９－２

212 株式会社協和温泉 上川郡愛別町字協和１４３－３

213 株式会社協和コンサルタント 旭川市神楽６条１丁目４番１２号

214 協和設備有限会社 旭川市新富２条２丁目１０－３

215 協和電工株式会社 旭川市工業団地４条２丁目３番１８号

216 株式会社キョクイチ 旭川市流通団地１条２丁目

217 キョクイチ食販株式会社 旭川市流通団地１条２丁目

218 旭印旭川中央青果株式会社 旭川市流通団地１条３丁目



219 株式会社旭永 旭川市永山６条１丁目１番31号

220 株式会社旭栄大城建設 旭川市豊岡２条６丁目１０番３１号

221 旭栄清掃株式会社 旭川市東旭川北３条５丁目５番５号

222 株式会社旭真工業 旭川市１１条通２０丁目１番１号

223 極東警備保障株式会社 旭川市永山北１条１０丁目１１－１９

224 旭当砕石有限会社 上川郡当麻町東１区４９２３番地の２

225 旭東清掃株式会社 旭川市新星町１丁目１番９号

226 旭東清掃株式会社　永山北事業所 旭川市永山北３条８丁目１－１２

227 株式会社旭都鉄筋工業所 上川郡東神楽町北１条西４丁目２番23号

228 株式会社キョクネン 旭川市１０条通２１丁目２番地１

229 旭豊左官株式会社 旭川市豊岡１５条７丁目４番１９号

230 株式会社旭友興林 旭川市神楽４条５丁目１番３２号

231 くまだ株式会社 旭川市流通団地１条１丁目３３－３１

232 有限会社クリーンサービス ナカシマ 上川郡愛別町字金富２３３

233 株式会社クリエイター 旭川市新星町５丁目１番１３号

234 クレオエンジニア株式会社 旭川市宮下通２１丁目右９号

235 株式会社グローバルサポート 旭川市永山３条２０丁目２番１号

236 株式会社クワザワ旭川支店 旭川市流通団地３条４丁目３９

237 圭泉会ケアセンター 旭川市豊岡１３条５丁目４番１４号

238 株式会社ケミカル技研 旭川市新星町２丁目２－８

239 株式会社顯幸　明治けんこう宅急便　旭川店 旭川市永山北２条６丁目２－５

240 株式会社幸栄 旭川市豊岡８条８丁目５－７

241 公益社団法人北海道浄化槽協会旭川検査事務所 旭川市永山７条３丁目１番２号

242 株式会社興建 旭川市永山７条１９丁目１番３８号

243 株式会社光生舎旭川営業所 旭川市豊岡１２条３丁目２番２１号

244 恒誠通信株式会社 旭川市豊岡13条４丁目５番14号

245 光洋自動車株式会社旭川支店フォルクスワーゲン旭川 旭川市大雪通５丁目４９５番地１

246 株式会社広立総業警備事業部 旭川市東旭川南１条３丁目２－１３

247 株式会社コーエキ 旭川市工業団地２条１丁目２番２２号

248 有限会社コーヨーファーム 上川郡美瑛町美馬牛南１－１－１９

249 国策機工株式会社旭川事業部 旭川市パルプ町５０５番地の１

250 国策共栄株式会社 旭川市パルプ町１条３丁目５０５－１

251 株式会社国策測量設計 旭川市永山北１条１１丁目４３番地１９

252 国立大学法人旭川医科大学 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号

253 株式会社こころん　こころん 旭川市東光８条５丁目３番６号

254 株式会社こころん放課後等デイサービスちありんぐ 旭川市豊岡４条６丁目１番８号　ＭＡＭビル２階

255 コサカ機材株式会社 旭川市西神楽２線１０号

256 五大建設コンサルタント株式会社 旭川市豊岡１２条２丁目２番９号

257 五東石油株式会社 旭川市１条通１９丁目右３号

258 株式会社寿須藤製麺工場 旭川市流通団地２条５丁目１６－１

259 コニカミノルタジャパン株式会社　北海道パートナー営業部 旭川市神楽４条６丁目１番１５号　第一レジデンス太陽の郷２Ｆ

260 株式会社コハタ 旭川市永山２条３丁目２番１６号

261 株式会社小鳩自動車工業 旭川市新星町３丁目１番６０号

262 小林通商株式会社 旭川市工業団地２条１丁目２－２７



263 媚山鉄工株式会社 旭川市東旭川北３条６丁目５－１０

264 小廣川建設株式会社 上川郡東神楽町北２条西３丁目１番１６号

265 コマツカスタマーサポート株式会社北海道カンパニー旭川支店 旭川市永山３条１１丁目２番５号

266 小柳協同株式会社旭川営業所 旭川市流通団地２条５丁目４２番地

267 株式会社　コロナ旭川営業所 旭川市東旭川南１条２丁目２番５号

268 コロナセントラルサービス株式会社旭川営業所 旭川市東旭川北１条２丁目３番２３号

269 有限会社コンサル舎・とやま永山北営業所 旭川市永山北２条８丁目

270 株式会社コンストラクションサポート 旭川市大雪通８丁目５０８

271 株式会社コンピューター・ビジネス 旭川市緑が丘東１条４丁目２－１４

272 株式会社彩雅 旭川市東旭川町共栄１２４番地１

273 株式会社サイトー 旭川市神楽岡１４条７丁目１番２２号

274 株式会社酒井鋼材 旭川市東８条２丁目３番４号

275 株式会社坂下工務店 旭川市東光１７条６丁目２１６

276 坂田植木株式会社 旭川市東旭川町上兵村５１６－３３

277 株式会社サカタのタネ北海道研究農場 上川郡東神楽町１４号北２

278 株式会社サカタのタネ北海道支店 上川郡東神楽町南１条東２丁目８－２０

279 株式会社佐久精肉店 旭川市流通団地３条５丁目３番２号

280 株式会社作田畜産 旭川市南８条通２２丁目１９６７－１

281 株式会社佐々木製罐工業 旭川市永山１４条３丁目２番１９号

282 株式会社佐々木設備工業 旭川市永山７条１９丁目３番６号

283 株式会社佐々木畜産 旭川市南８条通２３丁目９７６－３８

284 サッポロウエシマコーヒー株式会社旭川支店 旭川市秋月２条２丁目７番２号

285 札幌交通機械株式会社旭川機械支店 旭川市３条通１８丁目左３号

286 札幌軸受工具株式会社旭川営業所 旭川市東６条３丁目２８－１

287 札幌臨床検査センター株式会社道北支店 旭川市１０条通２２丁目２番地１

288 佐藤建設管理株式会社旭川支店 上川郡東川町西町２丁目442番９

289 株式会社サニクリーン北海道旭川営業所 旭川市新富２条１丁目１番１５号

290 さわやか東神楽館 上川郡東神楽町北１条東２丁目９番１８号

291 三愛自動車工業株式会社 上川郡愛別町南４１８－４

292 株式会社サンキュー　100満ボルト旭川本店 旭川市西御料５条１丁目１番５号

293 三共宇部生コン株式会社 旭川市東旭川町桜岡２４番地

294 株式会社三共コンサルタント　旭川支店 旭川市永山３条９丁目１－３７

295 株式会社サングリン太陽園旭川センター 旭川市工業団地１条２丁目４－３０

296 株式会社サンシン旭川スクラップセンター 旭川市永山北１条11丁目55番地の５

297 株式会社三洋 旭川市工業団地４条２丁目３番５号

298 有限会社ＣＧＭシージーエム 上川郡美瑛町幸町２丁目５番３０号

299 株式会社CtoCグループ 旭川市永山１４条３丁目４番１３号

300 株式会社シーマクリーン 旭川市永山２条２丁目１番１２号

301 ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地

302 株式会社ＪＭ旭川 旭川市豊岡８条１丁目１番３号

303 株式会社しきしま荘 上川郡東川町天人峡

304 株式会社島田畜産 旭川市豊岡１１条２丁目３－５

305 株式会社清水組 上川郡美瑛町西町１丁目１番２号

306 社会福祉法人旭川水芝会ケアプレゼンテーションサンライズ 旭川市永山町10丁目263－１



307 社会福祉法人かみかわ福寿園 上川郡上川町西町４番地１

308 社会福祉法人愛別福祉会 上川郡愛別町字北町２９８番地１

309 社会福祉法人旭川健翔会 旭川市豊岡４条６丁目４番２７号

310 社会福祉法人旭川共生会 旭川市東旭川町共栄１２３番地

311 社会福祉法人　旭川光風会　スリーエフ 旭川市東旭川町下兵村373

312 社会福祉法人いちもく会 旭川市南５条通22丁目1975－326

313 社会福祉法人慶友会特別養護老人ホーム養生の杜カムイ 旭川市永山町５丁目１３６番地の１

314 社会福祉法人鷹栖共生会ぴあふる岩山 旭川市東旭川町豊田２９６番の１

315 社会福祉法人鷹栖共生会旭川ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 旭川市流通団地２条３丁目４４番地

316 社会福祉法人当麻かたるべの森ギャラリーかたるべプラス 上川郡当麻町５条東３丁目７－２５

317 社会福祉法人当麻柏陽会ケアハウス柏寿園 上川郡当麻町４条東３丁目４－３５

318 社会福祉法人当麻柏陽会特別養護老人ホーム当麻柏陽園 上川郡当麻町６条東４丁目６－１

319 社会福祉法人美瑛慈光会美瑛慈光園デイサービスセンター 上川郡美瑛町南町４丁目４番１８号

320 社会福祉法人東旭川宏生会 旭川市東旭川町上兵村５５７番地３２

321 社会福祉法人東神楽町社会福祉協議会 上川郡東神楽町南２東１－４－１

322 社会福祉法人友和会 旭川市東光１７条８丁目１－１０

323 社会福祉法人湯らん福祉会　特別養護老人ホーム永山園 旭川市永山町１５丁目１１６－４

324 社団法人旭川市医師会 旭川市金星町１丁目１番５０号

325 ジャパンエレベーターサービス北海道株式会社旭川営業所 旭川市１条通２３丁目１１１番地

326 ジャパン建材株式会社旭川営業所 旭川市流通団地３条５丁目５－３

327 宗教法人東方之光旭川センター 旭川市東光１条１丁目４番２５号

328 住商アグリビジネス株式会社旭川支店 旭川市永山７条１丁目１－６

329 株式会社ジョイフルホーム 旭川市永山１４条３丁目４番１３号

330 昭栄建設株式会社 旭川市神楽岡15条５丁目814番地の84

331 障がい者就労継続支援事業所　ゆいまーる 旭川市豊岡４条５丁目８番13号

332 障害福祉サービス事業所美瑛デイセンターすずらん 上川郡美瑛町南町５丁目３番２号

333 株式会社常口アトム旭川東光店 旭川市東光１２条４丁目２番２５号

334 株式会社常口アトム旭川豊岡店 旭川市４条通２３丁目１１８－３３

335 株式会社常口アトム旭川永山店 旭川市永山８条５丁目１－１５

336 株式会社常光旭川支店 旭川市旭神３条４丁目１－８

337 昭和木材株式会社 旭川市２条通２３丁目右１号

338 白金観光開発株式会社 上川郡美瑛町字白金温泉

339 新栄コンサルタント株式会社 旭川市神楽５条１０丁目１番２９号

340 有限会社シンテック 旭川市永山６条３丁目４－１１

341 新富保育園 旭川市東５条１１丁目１－１

342 新日章株式会社 旭川市永山１４条３丁目４番２５号

343 新日章サービス株式会社 旭川市永山１４条３丁目４番２５号

344 新菱機販株式会社 旭川市永山北１条６丁目１番41号

345 株式会社シンワサービス 旭川市金星町１丁目４番14号

346 株式会社スゴー事務機 旭川市神楽２条１０丁目３－３

347 有限会社鈴木組 上川郡上川町本町６５

348 株式会社鈴木商会旭川事業所 旭川市永山北４条６丁目１－３

349 有限会社鈴木清掃 旭川市永山北２条１０丁目２番２２号

350 株式会社スズケン旭川支店 旭川市東８条９丁目１番１６号



351 スマイルプラネット企業組合 旭川市豊岡３条３丁目７番２０号

352 住友建機販売株式会社北海道統括部旭川支店 上川郡当麻町４１４－１２

353 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部旭川北センター 旭川市流通団地４条５丁目２７番３号

354 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部旭川南センター 旭川市東光３条４丁目１番２４号

355 株式会社生活プロデュースリーシング 旭川市東光９条２丁目２－５

356 株式会社生活プロデュースリーシングビッグ旭川南６条通店 旭川市東光８条１丁目３－１１

357 株式会社生活プロデュースリーシングビッグ旭川永山店 旭川市永山５条５丁目１－２２

358 株式会社生活プロデュース 旭川市神楽２条９丁目１－１

359 株式会社セイコーフレッシュフーズ旭川冷凍センター 旭川市永山北２条７丁目19-３

360 税理士法人小城会計事務所 旭川市東光８条１丁目１－１

361 誠和機工株式会社 旭川市東６条１丁目３番７号

362 正和電工株式会社 旭川市工業団地１条１丁目３－２

363 株式会社セブンイレブンジャパン旭川地区事務所 旭川市５条通19丁目1717番地140店舗２階

364 株式会社セラホック 旭川市豊岡１５条５丁目３－１４

365 有限会社セレモサプライ旭川支社 旭川市南６条通２４丁目１９７６－１２

366 株式会社仙台銘板旭川営業所 旭川市永山１０条３丁目１０７－２

367 株式会社層雲閣グランドホテル 上川郡上川町字層雲峡

368 層雲峡観光ホテル 上川郡上川町層雲峡

369 株式会社總北海 旭川市工業団地２条１丁目１－２３

370 ＳＯＭＰＯケア株式会社ＳＯＭＰＯケア旭川神楽岡小規模多機能 旭川市神楽岡１４条３丁目３－１

371 株式会社第一岸本臨床検査センター旭川営業所 旭川市金星町１丁目１－５０

372 第一建設株式会社 旭川市神楽４条６丁目１－１５

373 第一電気工業株式会社 旭川市豊岡１４条９丁目３－５

374 第一包装資材株式会社 旭川市永山６条２丁目１番２号

375 大栄電設工業株式会社 旭川市新星町４丁目６番１２号

376 株式会社大協 旭川市豊岡４条７丁目１番２２号

377 大建工業株式会社 旭川市緑が丘南５条２丁目２番１５号

378 株式会社大正堂北海道事業部旭川営業所 旭川市永山４条１４丁目３番地７号

379 株式会社大正興業 旭川市工業団地４条１丁目２－７

380 大成ロテック株式会社道北工事事務所 旭川市東４－１０－１－２

381 大雪山白金観光ホテル 上川郡美瑛町字白金温泉

382 大雪車輌工業株式会社 旭川市神楽４条１３丁目１番８号

383 大雪消防組合愛別消防署 上川郡愛別町字本町３４５番地１

384 大雪消防組合　当麻消防署 上川郡当麻町３条東３丁目１０番１５号

385 大雪消防組合美瑛消防署 上川郡美瑛町本町４丁目５番２０号

386 大雪消防組合東消防署 上川郡東神楽町１５号南３番地

387 大雪リゾート開発株式会社ホテルパークヒルズ 上川郡美瑛町字白金温泉

388 タイヘイ株式会社旭川営業所 旭川市永山３条24丁目１－２

389 大明建設株式会社 旭川市東８条１丁目２番１７号

390 大洋設備株式会社 旭川市東３条５丁目２番７号

391 太洋電設株式会社 上川郡愛別町本町２５８

392 だいりき産業株式会社 旭川市東光１条１丁目２番１２号

393 株式会社高組 旭川市３条通１９丁目右１０号

394 高倉塗料興産株式会社 旭川市流通団地４条５丁目



395 株式会社高嶋建業 旭川市豊岡２条１丁目７番１０号

396 髙瀬物産株式会社旭川支店 旭川市流通団地２条４丁目２８

397 株式会社高津 旭川市永山４条１丁目３番７号

398 高橋建設株式会社 上川郡東神楽町南１条東２丁目２番１７号

399 株式会社高橋作工 旭川市豊岡１条７丁目１番４号

400 株式会社高橋商会 旭川市２条通２２丁目１－６３

401 株式会社高橋商事 旭川市永山町８丁目147番地１

402 有限会社滝田木材 上川郡美瑛町字美瑛原野２２１－７６

403 タキロンシーアイアグリ株式会社旭川営業所 旭川市流通団地２条３丁目１３

404 拓北電業株式会社旭川支店 旭川市東７条１丁目３０番１

405 株式会社拓美組 旭川市永山７条１７丁目４番１８号

406 有限会社竹内山林緑化農園 上川郡美瑛町寿町１丁目１－３４

407 株式会社竹中工務所 上川郡上川町南町１４６

408 株式会社竹山　旭川業務センター 旭川市秋月２条２丁目５－２２

409 ダスキンヘルスレント旭川ステーション 旭川市東光1条３丁目１番７号

410 株式会社只石組 旭川市東旭川町旭正３６２番地

411 株式会社タダノ 旭川市東光５条４丁目２番２０号

412 田中工業株式会社 旭川市永山北２条６丁目１－５５

413 田辺商事株式会社旭川営業所 旭川市秋月２条１丁目９番５号

414 株式会社谷脇組 旭川市大雪通４丁目４９０番地の６３

415 田宮薬品株式会社旭川支店 旭川市永山２条２４丁目２番１９号

416 株式会社ダルパ 旭川市永山１条１４丁目１番１６号

417 株式会社丹波屋旭川支店 旭川市流通団地２条５丁目１４番地

418 ダンロップタイヤ北海道株式会社旭川支店 旭川市永山北１条６丁目１番５号

419 地崎商事株式会社旭川支店 旭川市東光６条７丁目６番１９号

420 地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場 旭川市西神楽１線１０号

421 中央精工株式会社 旭川市永山２条11丁目１番28号

422 中央電設株式会社 旭川市８条通１８丁目左１０号

423 千代田電装工業㈱永山サービスセンター 旭川市永山２条９丁目１－３１

424 株式会社ツクイ旭川豊岡 旭川市豊岡７条８丁目５－８

425 株式会社ツクイ旭川永山 旭川市永山６条１０丁目５番２３号

426 ツクイ旭川東 旭川市東６条２丁目２－11

427 旭川市永山北２条１１丁目３０番地２

428 株式会社ティーバイティーホールディングス旭川店 旭川市東光１１条６丁目５－１９

429 デイサービスきたえるーむ旭川東光 旭川市東光１０条１丁目３－１５

430 デイサービスきたえるーむ旭川永山 旭川市永山３条１６丁目５－１

431 デイサービスきたえるーむ旭川秋月 旭川市秋月２条１丁目１－２

432 有限会社寺島商会 上川郡美瑛町本町１丁目６番２６号

433 株式会社電業 旭川市１０条通２２丁目１－３

434 株式会社電研 旭川市西神楽１線１４号２５６－３２

435 株式会社デンザイ 旭川市東７条６丁目３４

436 東亜工業株式会社 上川郡東神楽町北１条西４丁目２－２３

437 東亜道路工業株式会社道北営業所 旭川市永山北３条７丁目156番地

438 東海産業株式会社 旭川市東３条６丁目１－３６



439 株式会社東京めいらく旭川営業所 旭川市南１条通２１丁目１９７４

440 東光コンサルタント株式会社 旭川市豊岡４条10丁目７番１号

441 株式会社東光設備 旭川市永山１３条２丁目２－１６

442 東芝コンシューママーケティング株式会社 旭川市流通団地３条５丁目５－５

443 東芝ホクト電子株式会社 旭川市南５条通２３丁目１９７５番地

444 株式会社道新なかた神楽店 旭川市神楽３条３丁目２番６号

445 東成建設株式会社 旭川市宮下通２２丁目左１０号

446 特定非営利活動法人ニムビン 旭川市豊岡８条５丁目２番４号

447 株式会社東宝キャリア 旭川市東旭川町倉沼６－４

448 東邦電設株式会社 旭川市東光３条３丁目１番10号

449 株式会社東鵬北海道支店旭川サテライト 旭川市８条通２４丁目３５３番地　ななかまどオフィスⅡ１０１

450 東邦薬品㈱旭川営業所 旭川市緑が丘２条４丁目１２－１

451 株式会社道北アークス 旭川市流通団地１条１丁目３３番地の１

452 株式会社道北開発試験センター 旭川市流通団地４条５丁目２６-２

453 道北振興株式会社灯油センター 旭川市西御料５条２丁目１番１９号

454 当麻町教育委員会 上川郡当麻町３条東２丁目１１番１号

455 当麻町社会福祉協議会 上川郡当麻町４条東２丁目１６－３

456 当麻町森林組合 上川郡当麻町４条東３丁目４番６３号

457 当麻町役場 上川郡当麻町３条東２丁目１１番１号

458 当麻土地改良区 上川郡当麻町４条東３丁目４番６３号

459 当麻農業協同組合 上川郡当麻町４条東３丁目４番６３号

460 有限会社当麻モータース 上川郡当麻町４条西３丁目１番５５号

461 株式会社東洋電気産業 旭川市豊岡８条１丁目１番３号

462 東洋農機株式会社美瑛営業所 上川郡美瑛町扇町２３２番地

463 道路建設株式会社道央事業所旭川工事事務所 上川郡美瑛町字下宇莫別第５

464 東和土地改良区 旭川市東旭川町旭正312-13

465 ＴＯＴＯ株式会社道北営業所 旭川市豊岡４条５丁目８番

466 ＴＯＴＯ北海道販売株式会社旭川支店 旭川市永山北２条８丁目３番地

467 株式会社ドーホク 旭川市永山２条９丁目１－４９

468 株式会社トーヨータイヤジャパン旭川営業所 旭川市流通団地２条５丁目４７

469 トキコシステムソリューションズ株式会社　旭川営業所 旭川市流通団地３条４丁目２４

470 特定非営利活動法人あいねっと 上川郡愛別町字本町１７０

471 特定非営利活動法人旭川障害者連絡協議会 旭川市宮前１条３丁目３番７号　旭川市障害者福祉センター内

472 特定非営利活動法人げんき 旭川市神楽６条１１丁目１番４号

473 特定非営利活動法人　旅とぴあ北海道 旭川市宮下通23丁目6番地157号

474 特定非営利活動法人ベネッセレ 旭川市東３条１丁目２番５号

475 特定非営利活動法人りんどうの里 旭川市東旭川町共栄１７２－２

476 特別養護老人ホーム仁慈苑 旭川市神楽３条１２丁目１番８号

477 特別養護老人ホーム旭川緑苑 旭川市東旭川町上兵村２２９番地の８

478 特別養護老人ホーム東川町羽衣園 上川郡東川町西町８丁目２９番３号

479 特別養護老人ホーム緑が丘あさひ園 旭川市緑が丘東１条２丁目１番２１号

480 独立行政法人　国立青少年教育振興機構　国立大雪青少年交流の家 上川郡美瑛町字白金

481 株式会社豊岡建設 旭川市秋月２条１丁目９番１号

482 トヨタエルアンドエフ旭川株式会社 旭川市神楽岡１４条８丁目１番１０号



483 トヨタカローラ旭川株式会社西神楽店 旭川市西御料５条２丁目２番７号

484 トヨタカローラ道北株式会社　東光店 旭川市東光４条６丁目２番１０号

485 トヨタカローラ道北株式会社 旭川市大雪通７丁目５０６番地

486 トヨタモビリティパーツ株式会社旭川支社 旭川市永山北１条８丁目２８－７

487 株式会社トラストジャパン 旭川市１条通２３丁目１１１番地２５　館脇ビル２Ｆ

488 有限会社ドリームファームイザワ 上川郡東川町西町４丁目２１－１

489 株式会社ドルック 旭川市工業団地２条１丁目２番６号

490 株式会社トワニ旭川店 旭川市永山１条３丁目１番１５号

491 長尾部品株式会社 旭川市東５条６丁目

492 株式会社中島工業所 上川郡当麻町４条南３丁目２番２７号

493 株式会社長勢紙業 旭川市豊岡７条５丁目２－７

494 株式会社中野銘木店 旭川市永山北１条８丁目３７－１

495 永浜クロス株式会社旭川支店 旭川市豊岡３条４丁目４番１９号

496 中村印刷株式会社 旭川市１０条通２３丁目１－１０

497 株式会社中村建設 上川郡上川町花園町８５番地１

498 株式会社中村葬儀社 旭川市豊岡４条２丁目２－２３

499 仲山鋼材株式会社 旭川市永山１条３丁目２番17号

500 永山地域包括支援センター 旭川市永山３条１９丁目４番１５号永山市民交流センター内

501 ナブコシステム株式会社旭川営業所 旭川市東５条６丁目２－１３

502 株式会社成田工業所 旭川市東６条２丁目３－３

503 有限会社西野電気 旭川市東２条１丁目３番１１号

504 西野目産業株式会社ホテル大雪 上川郡上川町字層雲峡

505 西村建設工業株式会社 上川郡愛別町字本町２８１

506 株式会社西森組 上川郡美瑛町本町４丁目３－１

507 西森建設株式会社 上川郡当麻町４条南３丁目１－３８

508 西山坂田電気株式会社 旭川市豊岡１２条２丁目３－２１

509 西山電設株式会社 上川郡東神楽町北３条東２丁目１番１号

510 ニチイケアセンター東光 旭川市東光４条２丁目４－１９

511 ニチイケアセンター永山 旭川市永山８条１９丁目４番１７号

512 ニチイケアセンター旭川 旭川市豊岡６－４－４－１８

513 ニチイケアセンター緑が丘 旭川市西御料２条１丁目２－１メゾンフローラ１Ｆ

514 株式会社ニチダン旭川 旭川市工業団地１条２丁目４－１６

515 日農機株式会社美瑛営業所 上川郡美瑛町扇町421番地12

516 株式会社ニチモク林産北海道 旭川市パルプ町５０５－１

517 日糧製パン株式会社旭川支店 旭川市流通団地２条１丁目１１番地

518 ニック株式会社旭川営業所 旭川市豊岡４条８丁目２－３

519 日建片桐リース株式会社旭川支店 旭川市工業団地１条２丁目２－６

520 日興自動車工業株式会社 旭川市永山２条９丁目１番３７号

521 株式会社日弘ヒーティング旭川支店 旭川市神楽４条10丁目４－１６

522 日産部品北海道販売株式会社旭川店 旭川市永山北２条７丁目２１番地

523 株式会社日星電機旭川支店 旭川市豊岡４条５丁目９番５号

524 株式会社ニッセー 旭川市永山１３条３丁目１－７

525 ＮＸ機工株式会社旭川支店 旭川市神楽岡１４条７丁目１－１４

526 日東石油株式会社旭川物流センター 旭川市永山北１条６丁目１－２１



527 ニッポンレンタカー北海道株式会社旭川空港前営業所 上川郡東神楽町３５番地１

528 日本仮設株式会社旭川営業所 旭川市工業団地１条２丁目３番７号

529 株式会社日本ケアサプライ　旭川営業所 旭川市緑が丘南５－１－２－１３

530 日本光電工業株式会社北海道支店旭川営業所 旭川市東光９条４丁目２番１０号

531 株式会社日本サーモエナー旭川営業所 旭川市東４条９丁目１番16号

532 日本食研株式会社旭川支店 旭川市永山北２条８丁目21番地６号

533 日本製紙株式会社旭川工場 旭川市パルプ町５０５番地の１

534 日本製紙旭川サポート株式会社 旭川市パルプ町５０５番地の１

535 日本製紙木材株式会社北海道支店旭川営業所 旭川市パルプ町５０５－１

536 日本ニューホランド株式会社旭川営業所 旭川市工業団地４条２丁目１－３９

537 日本防水総業株式会社旭川 旭川市永山北１条１０丁目３番２３号

538 日本郵便株式会社当麻郵便局 上川郡当麻町４条東２丁目１６番５号

539 日本郵便株式会社愛別郵便局 上川郡愛別町本町１１６番地

540 日本郵便株式会社旭川東郵便局（集配営業部） 旭川市東旭川町共栄９８番地の４

541 日本郵便株式会社上川郵便局 上川郡上川町北町９８番地

542 日本郵便株式会社永山郵便局 旭川市永山２条１８丁目２番２２号

543 日本郵便株式会社美瑛郵便局 上川郡美瑛町栄町２丁目１－２

544 ネッツトヨタ旭川株式会社かぐらおか店 旭川市神楽岡１４条６丁目２番２７号

545 ネッツトヨタ旭川株式会社とよおか店 旭川市豊岡４条５丁目９番９号

546 ネッツトヨタ旭川株式会社ながやま店 旭川市永山２条３丁目２番２０号

547 ネッツトヨタたいせつ株式会社旭川店 旭川市永山３条１２丁目１番７号

548 ネッツトヨタたいせつ株式会社豊岡店 旭川市豊岡４条７丁目２番５号

549 農事組合法人柏台生産組合 上川郡美瑛町字北瑛第２

550 農事組合法人大雪生産組合 上川郡美瑛町字北瑛第１

551 農林水産省北海道農政事務所旭川地域拠点 旭川市宮前１条３丁目３番１５号

552 株式会社ノーザン 旭川市工業団地１条１丁目２－６

553 ノースアジャスト株式会社　ダスキン永山支店 旭川市永山北２条７丁目８－２

554 有限会社ノースホーム企画 旭川市豊岡６条７丁目２番２号

555 株式会社ノムラ 旭川市神楽３条２丁目２番９号

556 パイプ技研工業株式会社旭川支店 旭川市東光２条６丁目１番１８号

557 株式会社長谷川工作所 旭川市永山北３条６丁目６－２１

558 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社道北電材営業所 旭川市２条通２１丁目左１号

559 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸコンシューマーマーケティング株式会社
ＬＥ社北海道・東北社北海道支社北北海道営業部

旭川市２条通２１丁目左１１号

560 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)CE社旭川オフィス 旭川市２条通２１丁目左１号

561 パナソニックリビング北海道・東北株式会社札幌支店旭川営業所 旭川市２条通２１丁目左１号

562 花本建設株式会社 上川郡東川町南町１丁目１９－１

563 株式会社ハピネスＷＯＯＤ 旭川市流通団地２条３丁目25番地

564 浜塚建設工業株式会社 上川郡美瑛町栄町４丁目

565 林医院居宅介護支援事業部 旭川市東旭川町上兵村５５７番地の１２

566 株式会社原田設備工業 旭川市工業団地３条２丁目１番２３号

567 パラマウントケアサービス株式会社旭川センター 旭川市豊岡４条６丁目４番１６号

568 株式会社はんど 旭川市豊岡４条８丁目１番８号

569 美瑛清掃株式会社 上川郡美瑛町北町１丁目２０－１３

570 美瑛町森林組合 上川郡美瑛町字美瑛原野５線



571 美瑛町農業協同組合 上川郡美瑛町中町２丁目６番３２号

572 美瑛町役場 上川郡美瑛町本町４丁目６番１号

573 美瑛町老人保健施設ほの香 上川郡美瑛町東町３丁目１番１号

574 有限会社美瑛農産 上川郡美瑛町南町２丁目１番15号

575 びえいフーズ株式会社 上川郡美瑛町字大村大久保第１

576 株式会社美瑛プロパンセンター 上川郡美瑛町丸山１丁目４番３号

577 東旭川農業協同組合 旭川市東旭川南１条５丁目８番２２号

578 東神楽町役場 上川郡東神楽町南１条西１丁目３番２号

579 東神楽電気株式会社 上川郡東神楽町１３号南区画外２

580 東神楽農業協同組合 上川郡東神楽町北１条東１丁目２番１号

581 東神楽農業協同組合西神楽支店 旭川市西神楽南１条２丁目639番地

582 株式会社東川振興公社 上川郡東川町西５号北４４

583 東川町社会福祉協議会 上川郡東川町東町１丁目７番１４号

584 東川町農業協同組合 上川郡東川町西町１丁目５番１号

585 東川町役場 上川郡東川町東町１丁目１６番１号

586 株式会社東川電気工事 上川郡東川町北町２丁目２－５

587 東日本フード株式会社北海道事業部旭川営業部 旭川市流通団地２条４丁目１３番地２

588 ピザハット　旭川豊岡店 旭川市豊岡４条６丁目２番１６号

589 株式会社菱工坂井 旭川市神楽岡７条３丁目３－２

590 株式会社菱弘電設旭川営業所 旭川市東４条６丁目１－７

591 日立建機日本株式会社道北支店旭川営業所 旭川市永山３条１０丁目１番５号

592 日立建機日本株式会社当麻ハウスセンタ 上川郡当麻町字宇園別２区

593 株式会社ひだの塗装工業 旭川市工業団地５条３丁目３番２５号

594 株式会社檜山鐵工所 旭川市９条通１８丁目左２号

595 株式会社ビューテック 旭川市東３条６丁目１番36号

596 平井建設工業株式会社 上川郡当麻町３条西３丁目１１番４１号

597 株式会社平塚建具製作所旭川営業所 旭川市豊岡６条４丁目４－１５　オフィスシェルＡ

598 株式会社ｆｉｒｓｔ 旭川市東旭川町共栄１２４番地１

599 株式会社ファームズ千代田 上川郡美瑛町春日台４２２１番地

600 株式会社冨貴堂ユーザック 旭川市旭神３条４丁目２－９

601 福田左官工業株式会社 旭川市新星町５１４－３４

602 フクダ電子北海道販売株式会社旭川営業所 旭川市５条通20丁目1717番地104

603 フクハラ建運株式会社 上川郡美瑛町中町３丁目４－１４

604 株式会社藤井 旭川市流通団地２条４丁目３１番地の１

605 株式会社富士管財 旭川市2条通19丁目367番地2

606 株式会社富士建設コンサル 旭川市３条通２１丁目右１号

607 富士コンクリート株式会社 旭川市西神楽１線１４号２５３－８

608 株式会社藤田組 上川郡東川町北町７丁目１番３号

609 株式会社フジ土木設計 旭川市東３条６丁目４－１０

610 富士フィルムメディカル株式会社旭川営業所 旭川市南３条通２１丁目１９７５

611 株式会社フタバ 旭川市東光４条２丁目１番２５号

612 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本株式会社旭川永山店 旭川市永山２条６丁目１－３８

613 有限会社ブルーメン 上川郡東神楽町南１条東２丁目２番１７

614 フルテック株式会社旭川支店 旭川市東４条１０丁目２番４号



615 株式会社フルハウス 旭川市南６条通２６丁目５１３－１１５

616 株式会社フレアス 旭川市永山５条４丁目６番１０号

617 株式会社フレームビルド 旭川市永山１１条２丁目２番２４号

618 文化シャッター株式会社 旭川市東７条３丁目１番１３号

619 株式会社弁釜旭川工場 旭川市工業団地３条３丁目２－１６

620 訪問看護ステーションオハナ 旭川市東７条１０丁目２－３４

621 訪問看護ステーション　ちどり 旭川市４条通22丁目118-20

622 株式会社北央自動車学校 上川郡東神楽町３号南６番地

623 北央道路工業株式会社旭川営業所 旭川市永山北２条９丁目１１番地４

624 株式会社ホクカン 旭川市永山１４条３丁目３番４号

625 北進開発株式会社 旭川市工業団地３条２丁目３４－１８

626 ホクセイ建設株式会社 上川郡上川町新光町９８－３９

627 株式会社　北拓 旭川市緑が丘東１条４丁目１－１９

628 北長金日米建材㈱旭川営業所 旭川市永山北２条７丁目７－３０

629 ほくでんエコエナジー株式会社上川管理所 上川郡上川町川端町１３－２

630 株式会社ホクニチ 旭川市永山北２条８丁目２１－７

631 株式会社ほくやく旭川支店 旭川市秋月２条２丁目５番２２号

632 株式会社北裕コーポレーション旭川支店 旭川市豊岡４条６丁目１１番９号

633 株式会社北洋銀行　永山中央支店 旭川市永山３条４丁目３番６号

634 北陽電材株式会社 旭川市１条通１９丁目右７号

635 ホクレン旭川支所生活課 旭川市流通団地１条２丁目

636 株式会社ホクレン商事 旭川市流通団地１条２丁目KLC物流センター

637 ホクレン包材株式会社 旭川市永山北２条７丁目８番地３０

638 株式会社ホクレン油機サービス旭川支店 旭川市永山２条１３丁目１番２８号

639 ホシザキ北海道株式会社旭川北営業所 旭川市東光７条１丁目２－２１

640 ホシザキ北海道株式会社旭川南営業所 旭川市東光７条１丁目２－２１

641 株式会社北海工芸 上川郡東川町北町８丁目５番１号

642 有限会社北海産廃 旭川市工業団地２条１丁目１番２３号

643 株式会社北海紙業 旭川市流通団地２条５丁目１３番地

644 株式会社北開水工コンサルタント旭川支店 旭川市東５条３丁目２番８号

645 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番地

646 北海道旭川工業高等学校 旭川市緑が丘東４条１丁目１－１

647 北海道いすゞ自動車株式会社旭川支店 旭川市永山３条２丁目１番６号

648 北海道エアポート株式会社旭川空港事業所 上川郡東神楽町東２線１５号９６番地

649 北海道エナジティック株式会社旭川支店 旭川市永山３条２丁目２－１２

650 北海道エネルギー株式会社道北支店 旭川市永山３条６丁目１－１０

651 北海道エルム警備保障株式会社 旭川市東光１０条３丁目１番１６号

652 北海道上川総合振興局産業振興部整備課上川中部整備室 旭川市永山６条１９丁目１－１

653 北海道上川総合振興局産業振興部調整課 旭川市永山６条１９丁目１－１

654 北海道上川総合振興局産業振興部林務課 旭川市永山６条１９丁目１－１

655 北海道上川総合振興局南部森林室 旭川市永山６条１９丁目１－１

656 北海道川崎建機株式会社旭川支店 旭川市永山２条９丁目１－３３

657 北海道軌道施設工業株式会社旭川第一出張所 旭川市永山９条１丁目１－３８

658 北海道軌道施設工業株式会社旭川第二出張所 旭川市永山９条１丁目１－３８



659 北海道軌道施設工業株式会社旭川機械センター 旭川市永山９条１丁目１－３８

660 北海道教育庁上川教育局 旭川市永山６条19丁目１番１号

661 株式会社北海道銀行豊岡支店 旭川市豊岡３条３丁目２番９号

662 株式会社北海道クボタ旭川支社 旭川市永山３条８丁目２番１号

663 株式会社北海道クボタ旭川東営業所 上川郡東川町西町１丁目５番６号

664 株式会社北海道クボタ　美瑛営業所 上川郡美瑛町扇町４２１番地１０

665 株式会社北海道クリーン工業 旭川市豊岡13条４丁目1-14

666 北海道グリーン工業株式会社 旭川市永山６条１丁目２番１９号

667 北海道グローリー株式会社旭川支店 旭川市東６条４丁目２番６号

668 北海道警察旭川方面旭川東警察署 旭川市１条通２５丁目４８７番地の６

669 北海道警察旭川方面本部警備課 旭川市１条通２５丁目４８７番地の６

670 北海道警察旭川方面本部警務課 旭川市１条通２５丁目４８７番地の６

671 北海道警察旭川方面本部生活安全課 旭川市１条通２５丁目４８７番地の６

672 北海道警察旭川方面本部捜査課 旭川市１条通２５丁目４８７番地の６

673 北海道警察旭川方面本部地域課 旭川市１条通２５丁目４８７番地の６

674 北海道警察情報通信部旭川方面情報通信部 旭川市１条通２５丁目４８７番地６

675 株式会社北海道警備保障 旭川市東光３条１丁目３番１３号

676 株式会社北海道健誠社 上川郡東神楽町北２条西３丁目

677 北海道高圧ホース有限会社 旭川市流通団地４条５丁目２３番地３

678 北海道酒類販売株式会社旭川支社 旭川市緑が丘南５条２丁目１番１０号

679 北海道スバル株式会社　Ｇ－ＰＡＲＫ旭川 旭川市永山２条１２丁目１番１６号

680 北海道セキスイハイム株式会社旭川支店 旭川市３条通２０丁目９４２番地１

681 北海電気工事株式会社旭川電力保守センター 旭川市東光３条１丁目１番３１号

682 北海道電力ネットワーク株式会社旭川支店電力部 旭川市東光３条１丁目１－３１

683 北海道土地改良事業団体連合会事業部道北事務所 上川郡東神楽町南１条東２丁目３番１号

684 北海道ニチレキ工事株式会社　旭川営業所 旭川市永山北３条１０丁目３番１０号

685 北海道日通プロパン販売株式会社 旭川市永山北２条８丁目２１番１

686 北海道農業共済組合上川中央支所 旭川市東旭川町下兵村５１７番地

687 北海道農業共済組合美瑛家畜診療所 上川郡美瑛町幸町２丁目１番２８号

688 株式会社北海道日立旭川支店 旭川市永山４条６丁目２番１５号

689 北海道日野自動車株式会社旭川支店 旭川市永山２条１４丁目１番２１号

690 北海道ホンダ販売株式会社ホンダドリーム旭川 旭川市旭神２条５丁目７番１４号

691 北海道マツダ販売株式会社旭川店 旭川市大雪通９丁目

692 北海道マツダ販売株式会社東光店 旭川市東光１条３丁目１－９

693 株式会社北海道吉村 旭川市流通団地２条１丁目８

694 北海道立旭川高等技術専門学院 旭川市緑が丘東３条２丁目１番１号

695 北海道立北の森づくり専門学院 旭川市西神楽１線10号

696 北海道旅客鉄道株式会社旭川運転所 旭川市永山１条９丁目３番３９号

697 北海道旅客鉄道株式会社旭川保線所上川保線管理室 上川郡上川町栄町１１１

698 北海道和光純薬株式会社旭川営業所 旭川市流通団地２条５丁目２４－１

699 北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室 旭川市永山６条１９丁目１－１

700 北海道電力株式会社旭川水力センター 旭川市東光３条１丁目１番３１号

701 北海道ハニューフーズ株式会社旭川営業所 旭川市流通団地２条３丁目

702 ホッコウ資材株式会社 旭川市永山２条７丁目１番５７号



703 株式会社ほりべ造園 旭川市豊岡２条２丁目４番２４号

704 株式会社ホンダカーズ旭川神楽店 旭川市神楽５条９丁目１－３

705 株式会社ホンダカーズ旭川豊岡店 旭川市豊岡４条４丁目５－８

706 株式会社ホンダ四輪販売北海道ツインハープ旭神店 旭川市旭神２条５丁目７番２２号

707 株式会社ホンダ四輪販売北海道永山店 旭川市永山２条１１丁目１番１７号

708 株式会社ホンダレンタリース旭川 旭川市神楽５条９丁目１－３３

709 株式会社松嶋 旭川市永山２条１丁目２－１８

710 マルオ建設工業株式会社 旭川市永山４条８丁目１番２０号

711 丸果旭川青果卸売市場株式会社 旭川市流通団地１条３丁目１４－３

712 有限会社丸勝工務店 旭川市東光８条２丁目４番５号

713 株式会社丸嘉松浦土建 旭川市新星町２丁目３番２３号

714 株式会社丸嘉松浦土建（日本製紙構内） 旭川市パルプ町５０５－１

715 株式会社丸升増田本店旭川支店 旭川市東８条５丁目３－２

716 丸信衛生工業株式会社 旭川市新星町１丁目１番１７号

717 株式会社丸善建設 上川郡美瑛町旭町１丁目６番１７号

718 株式会社丸玉玉一 旭川市永山１３条２丁目２番１２号

719 丸知開発株式会社 旭川市東旭川町旭正２２６番地

720 丸中中村建設株式会社 旭川市永山９条８丁目５番１０号

721 株式会社マルベリーさわやかセンター旭川 旭川市永山４条８丁目１－３２

722 株式会社丸巳 上川郡東川町東６号南４

723 株式会社三浦組 上川郡愛別町字東町１８３番地

724 三浦工業株式会社旭川支店 旭川市東４条３丁目２番２号

725 ミサワホーム北海道株式会社旭川支店 旭川市豊岡１条４丁目１番１５号

726 有限会社ミズシマ機工 旭川市東３条７丁目４番６号

727 株式会社水島組 旭川市東３条７丁目４番６号

728 美鈴コーヒー株式会社旭川支店 旭川市東４条９丁目１０番

729 三津橋産業株式会社旭川支店 旭川市永山北２条９丁目７－２

730 三菱農機販売株式会社北海道支店美瑛営業所 上川郡美瑛町扇町４２１－８

731 三菱ふそうトラック・バス株式会社北海道ふそう旭川支店 旭川市永山３条１４丁目１番２号

732 株式会社都屋愛須商店 旭川市流通団地２条４丁目

733 宮谷建設興業株式会社 旭川市東旭川町旭正３５番地１１

734 未来コンス株式会社 旭川市豊岡２条６丁目９番６号

735 株式会社ムトウ旭川支店 旭川市１条通１９丁目３５５番地２

736 明治飼糧株式会社道北営業所 旭川市東４条６丁目４番２号

737 明治ミルクステーション　旭川南宅配センター 旭川市東光４条２丁目４－２４

738 株式会社メディカルセンス 旭川市東旭川北１条１丁目２番４号

739 株式会社メディセオ旭川支店 旭川市３条通１８丁目８１７番地

740 モダオート 上川郡当麻町宇園別１区

741 株式会社森屋工務店 旭川市豊岡１条２丁目２－１２

742 株式会社モロオ 旭川市流通団地２条４丁目１８

743 株式会社安井組 旭川市東光１４条１丁目３番６号

744 安田清掃有限会社 旭川市工業団地５条３丁目３番３号

745 株式会社柳沼 上川郡東神楽町北２条東３丁目３－１

746 山内ビニール加工株式会社 旭川市永山４条11丁目１番22号



747 株式会社山口建装 旭川市流通団地２条５丁目１４番地

748 やまざきコンサルタント株式会社 旭川市東光８条４丁目１－１８

749 山崎製パン株式会社札幌工場旭川営業所 旭川市東６条６丁目２番地１３

750 山崎電機株式会社 上川郡愛別町南町１３

751 株式会社山下小二郎商店 旭川市南５条通２１丁目２番地の１２５

752 山下食品株式会社東神楽工場 上川郡東神楽町北１条西３丁目

753 株式会社山城教材社 旭川市４条通２１丁目左６号

754 株式会社山田木工場 旭川市１条通２１丁目右８号

755 株式会社　山田輪業 旭川市東旭川北１条７丁目１１－１９

756 株式会社大和パッケージ 上川郡東神楽町北１条西４丁目２－１４

757 株式会社やまの 旭川市流通団地１条１丁目３５－１０

758 ヤマモト食販株式会社旭川営業所 旭川市永山北２条９丁目１２９－２

759 ヤンマーアグリジャパン株式会社旭川支店 旭川市工業団地３条１丁目２６４番地

760 ヤンマーアグリジャパン株式会社北海道支社東神楽支店 上川郡東神楽町１４号北１

761 雪印種苗株式会社旭川営業所 旭川市永山北２条７丁目８番地15

762 ユナイト株式会社旭川営業所 旭川市永山北２条11丁目22番1号

763 株式会社ユニマットライフ旭川営業所 旭川市東４条９丁目１番15号

764 株式会社ユヤマ　旭川営業所 旭川市永山４条１３丁目１－２９

765 有限会社吉岡建設 旭川市永山７条１丁目４番１９号

766 吉田コンクリート工業株式会社 上川郡東川町西町３丁目３７２－７

767 吉宮建設株式会社 旭川市６条通２１丁目左９号

768 よつ葉乳業株式会社北海道支店道北営業所 旭川市永山北２条１０丁目１番６号

769 米澤建設株式会社 旭川市東旭川北１条５丁目３番３号

770 米田容器株式会社 旭川市宮前1条5丁目３８５４番地の１

771 ラウンドワンスタジアム旭川店 旭川市永山３条１丁目４番７号

772 株式会社リアルター 旭川市２条通１９丁目３６７番地２

773 株式会社リースキン　サン旭川営業所 旭川市東光３条３丁目４－１

774 リーフラス株式会社旭川ブロック 旭川市東光13条４丁目５－16　１階

775 株式会社ＬＩＸＩＬ　北海道支社　北海道第３営業所・第４営業所 旭川市１条通２２丁目１－１６５

776 理興産業株式会社旭川営業所 旭川市東４条６丁目５番２号

777 リコージャパン株式会社旭川事業所 旭川市東３条５丁目

778 リハビリ特化型デイサービスすたいる 旭川市５条通18丁目2195番地２

779 株式会社りんゆう観光層雲峡事業所 上川郡上川町層雲峡

780 レンゴー株式会社旭川工場 旭川市工業団地２条２丁目２－３１

781 老人保健施設ひだまりの里 上川郡東川町西町８－２９－１

782 株式会社ローソン北海道営業部道北支店 旭川市神楽２条９丁目２番３８号

783 株式会社六興産商 旭川市永山北２条９丁目128番地の４

784 有限会社若栗燃料 旭川市東光６条７丁目５番６号

785 和商株式会社旭川営業所 旭川市流通団地２条５丁目３７

786 ワタキューセイモア株式会社北海道支店旭川営業所 旭川市工業団地４条２丁目１番２５号

787 株式会社和田商 旭川市流通団地２条３丁目３０番地

788 渡辺農機株式会社 旭川市永山３条２１丁目１番４６号

789 渡辺パイプ株式会社旭川サービスセンター 旭川市1条通22丁目

790 渡辺パイプ㈱旭川サービスセンター（グリーン） 旭川市流通団地２条２丁目２０


