
番号 事業所名 事業所住所
1 アートクリーン有限会社 富良野市上５区

2 株式会社アイキ産業 富良野市花園町１－２２

3 株式会社アグリプラン 富良野市字扇山１９４５

4 旭川開発建設部富良野道路事務所 富良野市字西扇山の１

5 旭川信用金庫富良野支店 富良野市日の出町１０番２号

6 旭川トヨペット株式会社富良野営業所 富良野市新富町１番

7 旭川トヨタ自動車株式会社富良野店 富良野市新富町３番１０号

8 旭川日産自動車株式会社富良野店 富良野市桂木町３番５５号

9 株式会社アラタ工業 空知郡上富良野町北町２丁目

10 株式会社有我工業所 空知郡上富良野町中町３丁目２番１号

11 安藤山林緑化有限会社 空知郡中富良野町西町５番８号

12 株式会社幾寅自工総合センター 空知郡南富良野町幾寅７８９番地

13 株式会社ヰセキ北海道富良野営業所 富良野市緑町１２番１号

14 株式会社一戸電建 富良野市花園町１－２０

15 一般財団法人北海道電気保安協会富良野事業所 富良野市栄町１４番５号

16 一般社団法人北海道綜合在宅ケア事業団上富良野訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 空知郡上富良野町大町２丁目８－４

17 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社 富良野市南町５番41号

18 株式会社イトウ塗装 富良野市若葉町１４番３号

19 岩見沢保線所富良野保線管理室 富良野市住吉町１番２１号

20 有限会社上杉板金 富良野市住吉町５番６号

21 株式会社上村オール建材 富良野市若松町６番８号

22 エアウォーターライフソリューション(株)富良野サービスセンタ 富良野市学田三区４７４２番地

23 エム・エス・ケー農業機械株式会社道央支社富良野営業所 富良野市西扇山の１

24 王子木材緑化株式会社鹿越鉱業所 空知郡南富良野町字東鹿越

25 オサダ農機株式会社 富良野市字扇山８７７番地３

26 学校法人旭川カトリック学園富良野聖園幼稚園 富良野市桂木町３番７３号

27 学校法人清徳学園富良野みどり幼稚園 富良野市扇町１番１号

28 学校法人専誠寺学園上富良野高田幼稚園 空知郡上富良野町栄町３丁目２番３０号

29 学校法人富良野学園ルンビニ幼稚園 富良野市本町１１番１０号

30 株式会社カナモト富良野営業所 空知郡中富良野町暁町１番２６号

31 かなやま湖ログホテルラーチ 空知郡南富良野町字東鹿越

32 金山礦産株式会社 空知郡南富良野町字東鹿越

33 上川総合振興局旭川建設管理部富良野出張所 富良野市緑町８番１号

34 上川総合振興局　産業振興部　南部耕地出張所 空知郡中富良野町丘町７番１１号

35 上川南部森林管理署 空知郡南富良野町字幾寅１１９６番地

36 上川農業改良普及センター富良野支所 富良野市新富町３－１

37 上富良野町役場 空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号

38 上富良野町ラベンダーハイツ 空知郡上富良野町西１線北２４号

39 有限会社かみふらの牧場 空知郡上富良野町２２４３－１２３

40 加森観光株式会社富良野リゾートオリカ 空知郡中富良野町字中富良野西２線北１７号

41 株式会社軽米組 富良野市末広町１８番１４号

42 株式会社川端組 勇払郡占冠村字中央

＜富良野警察署＞



43 株式会社河原青果 富良野市字山部西町１番６号

44 環境衛生工業株式会社トマム事業所 勇払郡占冠村字上トマム

45 株式会社北印　学田事業所 富良野市字学田３区

46 北千生氣株式会社 空知郡中富良野町市街地

47 株式会社北菱 富良野市桂木町１番１７号

48 株式会社共成レンテム富良野営業所 富良野市西扇山１

49 公益社団法人富良野市シルバー人材センター 富良野市春日町１２番５号

50 国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科附属北海道演習林 富良野市山部東町９番６１号

51 株式会社コダマ 富良野市朝日町４番１９号

52 株式会社佐川建設 空知郡上富良野町栄町２丁目５番３号

53 株式会社サンエービルド工業 富良野市栄町１９番２号

54 三共自興株式会社 富良野市字学田三区

55 有限会社志賀住宅設備 空知郡上富良野町西１線北２４号

56 慈恵ひまわり幼稚園 富良野市若松町１１番１号

57 占冠村役場 勇払郡占冠村字中央

58 社会福祉法人富良野あさひ郷サポート・ステーションすきっぷ 富良野市西麻町１番３号

59 社会福祉法人上富良野町社会福祉協議会 空知郡上富良野町大町２丁目８番４号

60 社会福祉法人富良野あさひ郷デイサポートかみふらの 空知郡上富良野町緑町３丁目１－８

61 社会福祉法人富良野あさひ郷北の峰学園 富良野市中御料２０６７の１４

62 社会福祉法人　富良野市社会福祉協議会 富良野市住吉町１番２８号

63 社会福祉法人北海道社会事業協会介護老人保健施設ふらの 富良野市住吉町１番２５号

64 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 富良野市住吉町１番３０号

65 社会福祉法人南富良野からまつ園 空知郡南富良野町字幾寅５２８番２

66 社会福祉法人南富良野こざくら園 空知郡南富良野町字幾寅５２８番５

67 社会福祉法人南富良野町社会福祉協議会 空知郡南富良野町字幾寅７０８番地

68 有限会社松竹荘 富良野市北の峰町２０番８号

69 株式会社城宝種苗園 富良野市学田三区

70 菅原建設有限会社 空知郡上富良野町扇町３丁目

71 有限会社鈴木電設 空知郡上富良野町丘町１丁目８番２６号

72 スパ＆ホテルリゾートふらのラテール 空知郡中富良野町東１線北１８号

73 星央自興株式会社 富良野市字山部東１６線１２番地

74 生活協同組合コープさっぽろ宅配事業本部富良野センター 富良野市花園町３－６８

75 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 富良野市中御料

76 空知川上流土地改良区 富良野市山部東町８番３号

77 株式会社タイホクプランニング 富良野市本町８番１号

78 大北土建工業株式会社 富良野市本町８番１号

79 株式会社高﨑電気 富良野市栄町１５番１号

80 高橋建設株式会社 空知郡上富良野町錦町１丁目１番２０号

81 有限会社　田中電気 空知郡上富良野町本町３丁目５番３０号

82 株式会社玉島工業 空知郡上富良野町大町５丁目９４２番地１６

83 有限会社玉手鋼建 富良野市山部南町１番５号

84 地域開発株式会社 空知郡南富良野町字幾寅７６７番地６０

85 中央アポロ石油株式会社 富良野市朝日町１６番

86 株式会社つうけんアクティブ　旭川事業所 空知郡中富良野町字中富良野基線北８号



87 株式会社津山興産 富良野市朝日町５番１号

88 株式会社鶴屋金物店 富良野市日の出町４番１８号

89 デイセンター芽ぐみ野 富良野市中御料２０６７－１４

90 株式会社天間農産本舗 富良野市字山部西２２線１６番地

91 道栄工業株式会社 富良野市字中五区

92 有限会社道央リサイクル 富良野市緑町１３番１１号

93 東邦電設株式会社富良野支店 富良野市花園町１番５号

94 ㈱道北開発コンサルフロンティアフラヌイ温泉 空知郡上富良野町新町４丁目４番２５号

95 株式会社東洋実業富良野営業所 富良野市若松町２番２８号

96 道路工業株式会社富良野工事事務所 富良野市山部東町３番３号

97 十勝岳温泉株式会社凌雲閣 空知郡上富良野町十勝岳温泉

98 特別養護老人ホーム北の峯ハイツ 富良野市東雲町１－１

99 富桑工業株式会社 富良野市春日町８番１号

100 トヨタカローラ道北株式会社富良野店 富良野市桂木町１－１６

101 中富良野町役場 空知郡中富良野町本町９番１号

102 株式会社那知組 富良野市緑町２番１号

103 株式会社南富自動車サービスエリア 空知郡南富良野町字幾寅７５２番地

104 (株)西川食品 富良野市花園町３番６５号

105 株式会社西塚清掃社 空知郡上富良野北町１丁目４番１０号

106 西出興業株式会社　富良野給油所 富良野市若葉町１０番３号

107 ニチイケアセンターふらの 富良野市緑町１１番５号

108 日本ニューホランド株式会社富良野営業所 富良野市西扇山１

109 日本郵便株式会社幾寅郵便局 空知郡南富良野町幾寅９７７－５

110 日本郵便株式会社上富良野郵便局 空知郡上富良野町大町１－１－２

111 日本郵便株式会社占冠郵便局 勇払郡占冠村中央

112 日本郵便株式会社富良野郵便局 富良野市若松町４番１号

113 有限会社糠谷鉄工所 富良野市字山部町２０線９番地

114 ネッツトヨタ旭川株式会社ふらの店 富良野市新富町３番１３号

115 有限会社ノースカントリー 富良野市字下御料２００２

116 後田設備工材株式会社 富良野市本町６番３号

117 株式会社橋場ガラス 富良野市末広町５番１５号

118 (有)ファーム富田 空知郡中富良野字中富良野基線北１５号

119 株式会社藤下電気商会 空知郡中富良野町新町２番25号

120 株式会社フジタクレーン 富良野市字学田三区

121 株式会社ふらの衛生社 富良野市字山部東１７線１３番地

122 有限会社ふらの建機 富良野市字山部東２１線１５番地

123 富良野広域連合上富良野消防署 空知郡上富良野町大町２丁目２番４６号

124 富良野広域連合上富良野消防署中富良野支署 空知郡中富良野町本町９番１号

125 富良野広域連合富良野消防署 富良野市栄町１８番２０号

126 富良野広域連合富良野消防署占冠支署 勇払郡占冠村字中央

127 富良野広域連合富良野消防署南富良野支署 空知郡南富良野町字幾寅８６０番地

128 富良野広域連合富良野消防署山部出張所 富良野市山部東町５番４１号

129 株式会社富良野紫雲社 富良野市学田３区

130 富良野市教育委員会 富良野市若松町５番１０号



131 富良野市総合保健センター 富良野市弥生町１番３号

132 株式会社富良野自動車学校 富良野市字西扇山の２

133 富良野市ぶどう果樹研究所 富良野市清水山

134 富良野市役所建設水道部 富良野市弥生町１番１号

135 富良野市役所総務部 富良野市弥生町１番１号

136 富良野市役所　市民生活部 富良野市弥生町１番１号

137 富良野浄化工業株式会社 富良野市緑町１０番４３号

138 株式会社富良野振興公社　ハイランドふらの 富良野市字島ノ下１９４５番地１

139 有限会社富良野青果センター 富良野市北斗町

140 富良野地区森林組合 富良野市弥生町２番４２号

141 富良野地方卸売市場株式会社 富良野市弥生町４番２号

142 富良野土地改良区 空知郡中富良野町丘町７番１８号

143 株式会社富良野農機販売 富良野市字東山４７１番１

144 ふらの農業協同組合JAふらの上富良野支店 空知郡上富良野町栄町２丁目２番４５号

145 ふらの農業協同組合ふらの本所 富良野市朝日町３番１号

146 ふらの農業協同組合南富良野事務所 空知郡南富良野町字幾寅９７９番地

147 ふらの農業協同組合山部事務所 富良野市山部東町８番３号

148 ふらの農業協同組合 富良野市朝日町３番１号

149 ふらの農業協同組合　JAふらの購買部 富良野市西扇山一

150 ふらの農業協同組合中富良野支所 空知郡中富良野町南町４番３１号

151 富良野美瑛テクノ有限会社 富良野市字北扇山７３４番地

152 富良野ホップスホテル 空知郡上富良野町西２線北２５号

153 富良野リゾートホテルエーデルヴェルメ 富良野市北の峰町９番２０号

154 ブリヂストンタイヤセンター北日本㈱ミスタータイヤマン富良野 富良野市末広町５－２

155 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社北海道エリア 富良野市西扇山１

156 北清ふらの株式会社 富良野市字学田三区

157 株式会社星野リゾート・トマム 勇払郡占冠村字中トマム

158 北海電気工事株式会社富良野営業所 富良野市字西扇山の１

159 株式会社北海道クボタ富良野営業所 富良野市西扇山の１

160 北海道警察旭川方面富良野警察署 富良野市若葉町１１番１号

161 北海道電力ネットワーク株式会社富良野ネットワークセンター 富良野市栄町２０番１

162 北海道農業共済組合道央統括センター富良野支所 富良野市字南大沼の２

163 北海道ベンディング株式会社富良野事業所 富良野市学田３区

164 北海道旅客鉄道株式会社追分保線所占冠保線管理室 勇払郡占冠村字占冠鉄道用地

165 株式会社ホッコン富良野工場 富良野市上５区５０８０番地

166 マエダ種苗株式会社 富良野市朝日町１６番１６号

167 株式会社増山建設 富良野市扇山１５４７番

168 株式会社マルコウ運輸 富良野市学田三区

169 株式会社丸茂桑田商店 空知郡上富良野町栄町２丁目４番８号

170 株式会社マルタニ工業 富良野市字学田三区

171 株式会社　マルハニチロ北日本　富良野工場 富良野市中五区４２４５番地

172 株式会社瑞穂コンクリート 富良野市学田３区４７３１番地１

173 南砂利工業株式会社 富良野市字山部東２３線２５６６番地４

174 南富良野町教育委員会 空知郡南富良野町字幾寅867番地



175 南富良野町森林組合 空知郡南富良野町字幾寅

176 南富良野町役場建設課 空知郡南富良野町字幾寅

177 南富良野町役場総務課 空知郡南富良野町字幾寅

178 南富良野木材産業株式会社 空知郡南富良野町字幾寅

179 有限会社三村青果 富良野市花園町３番５０号

180 株式会社森田工建 富良野市春日町１２番１０号

181 株式会社ヤマサ 富良野市学田三区

182 株式会社山伏パコム 富良野市字学田３区

183 山本建設株式会社 空知郡上富良野町西１線北２４号

184 株式会社山本忠信商店 空知郡上富良野町栄町２丁目１番４１

185 ヤンマーアグリジャパン株式会社富良野支店 空知郡中富良野町暁町３－２

186 株式会社ゆあさ 富良野市幸町２番１８号

187 株式会社吉岡建設 空知郡南富良野町字幾寅市街地

188 有限会社ライズ 富良野市布礼別市街地

189 ライトスタイル株式会社 富良野市弥生町５番21号

190 ライフサポート彩 富良野市栄町１１番１１号

191 陸上自衛隊富良野駐屯地 空知郡上富良野町南町４丁目


