
№ 企業等名 所在地 締結年月日

1 西野目産業株式会社ホテル大雪 上川町 平成19年1月6日

2 北ひびき農業協同組合 士別市 平成19年1月9日

3 士別グランドホテル 士別市 平成19年1月9日

4 士別ｉｎｎ翠月 士別市 平成19年1月9日

6 株式会社下久根建設 中富良野町 平成19年1月11日

7 株式会社中富良野ハイヤー 中富良野町 平成19年1月11日

8 株式会社北岸工業 旭川市 平成19年1月11日

9 大野土建株式会社 士別市 平成19年1月12日

10 日本甜菜製糖株式会社士別製糖所 士別市 平成19年1月12日

11 高橋建設株式会社 士別市 平成19年1月12日

13 株式会社大協 旭川市 平成19年1月16日

14 株式会社大林 旭川市 平成19年1月16日

15 旭川ガス株式会社 旭川市 平成19年1月17日

16 旭タクシー株式会社（介護サービス事業部） 旭川市 平成19年1月24日

17 有限会社ノースプレインファーム・エージェンシーミルクキッチンふらいぱん 占冠村 平成19年3月23日

18 株式会社荒尾 比布町 平成19年3月20日

19 石川建設株式会社 当麻町 平成19年3月15日

20 太洋電設株式会社 愛別町 平成19年3月13日

21 ＮＰＯ法人旅とぴあ北海道 旭川市 平成19年3月12日

22 社会福祉法人しべつ福祉会つくも園 士別市 平成19年3月12日

23 有限会社富喜堂 士別市 平成19年3月12日

24 ＮＰＯ法人どんころ野外学校 南富良野町 平成19年3月23日

25 大雪リゾート開発株式会社白金四季の森ホテルパークヒルズ 美瑛町 平成19年3月20日

26 株式会社秋山板金工場 東神楽町 平成19年3月20日

27 株式会社成田工業所 旭川市 平成19年3月13日

28 株式会社東川電気工事 東川町 平成19年3月20日

29 株式会社馬場商店 美深町 平成19年3月16日

30 有限会社サポート 美深町 平成19年3月16日

32 株式会社横山自動車 中川町 平成19年3月16日

33 山本木材株式会社 富良野市 平成19年3月23日

34 大八食堂 鷹栖町 平成19年3月20日

35 富良野通運株式会社 富良野市 平成19年4月6日

36 株式会社佐川建設 上富良野町 平成19年4月6日

37 株式会社星野リゾート・トマムアルファリゾート・トマム 占冠村 平成19年4月6日
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38 細田建設有限会社 剣淵町 平成19年4月6日

39 株式会社瀬野鉄工所 剣淵町 平成19年4月6日

40 有限会社ENEOS新日本石油和寒給油所豊和産業 和寒町 平成19年4月6日

41 合資会社寿フードセンター 下川町 平成19年4月26日

42 北昭産業株式会社 名寄市 平成19年4月26日

43 株式会社アトム農機 美瑛町 平成19年11月21日

44 株式会社森本金物店 上川町 平成20年6月10日

45 有限会社寝具の井上 士別市 平成20年6月6日

46 有限会社スタジオササノ 士別市 平成20年6月11日

47 株式会社富良野タクシー 富良野市 平成20年6月10日

48 有限会社多田農園 上富良野町 平成20年6月10日

50 ＲＥＳＴＨＯＵＳＥあうる 美深町 平成20年6月6日

51 有限会社愛山渓ドライブイン 上川町 平成20年10月21日

52 柏の里デイセンター 鷹栖町 平成20年10月16日

53 株式会社十商カムイ 旭川市 平成20年10月9日

54 あさひ食堂 上川町 平成21年2月3日

55 株式会社浜田組 和寒町 平成21年2月4日

56 株式会社マルア阿部商店 士別市 平成21年3月18日

57 五行舘山川鍼灸治療院 上川町 平成21年3月19日

58 株式会社メディア 旭川市 平成21年7月1日

59 有限会社クリーンサービスナカシマ 愛別町 平成21年7月14日

60 医療法人社団あいファミリー歯科医院 旭川市 平成21年11月17日

61 ヘアーサロンたちかわ 士別市 平成21年11月12日

62 社会福祉法人士別市社会福祉協議会 士別市 平成21年11月5日

64 株式会社ネクシス光洋 旭川市 平成22年1月19日

65 おもちゃのヨシダ有限会社ヒロイチ 旭川市 平成21年12月25日

66 税理士法人中央総合会計 旭川市 平成21年12月24日

67 株式会社サフォーク 士別市 平成22年3月12日

68 株式会社パールライン 旭川市 平成22年4月7日

69 斉木印刷株式会社 士別市 平成22年7月5日

70 株式会社フジヤ金物店 士別市 平成22年4月1日

72 有限会社千草生花店 士別市 平成22年4月1日

73 宝屋商事有限会社 士別市 平成22年4月1日

74 株式会社小泉鉄工 士別市 平成22年4月15日
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75 菓子工房美吉屋 士別市 平成22年4月12日

76 株式会社士別ハイヤー 士別市 平成22年4月16日

77 士別軌道株式会社 士別市 平成22年4月13日

78 ミル・フーズ未来 士別市 平成22年4月12日

79 有限会社士別オートサービス 士別市 平成22年4月12日

80 高砂酒造株式会社 旭川市 平成22年4月16日

81 手打ち蕎麦処淳真ＪＵＮＳＨＩＮ 士別市 平成22年5月7日

82 シーザー動物病院 士別市 平成22年5月10日

83 杉本株式会社 旭川市 平成22年6月10日

84 株式会社藤井 旭川市 平成22年6月7日

85 大雪地ビール株式会社 旭川市 平成22年6月9日

86 恒誠通信株式会社 旭川市 平成22年6月7日

87 有限会社アグリハウス 旭川市 平成22年6月10日

89 株式会社グラシアス 旭川市 平成22年6月11日

90 有限会社トーヨーホテル 旭川市 平成22年6月7日

91 有限会社北海道井泉 旭川市 平成22年7月12日

92 株式会社田中工業 士別市 平成22年8月2日

93 株式会社ほろかない振興公社 幌加内町 平成22年8月19日

94 あじよし食堂 幌加内町 平成22年8月19日

95 株式会社名寄振興公社 名寄市 平成22年9月22日

97 株式会社もち米の里ふうれん特産館 名寄市 平成22年10月26日

98 道北なよろ農業協同組合 名寄市 平成22年8月19日

99 社会福祉法人名寄市社会福祉協議会 名寄市 平成22年10月26日

101 株式会社河合楽器製作所カワイ体育教室札幌事務所旭川地区 旭川市 平成22年12月20日

102 羊と雲の丘観光株式会社 士別市 平成22年12月27日

103 鈴木建設株式会社 士別市 平成23年1月14日

104 絆企画設計 士別市 平成23年5月27日

105 有限会社ストーンブレス 旭川市 平成23年6月16日

106 かわにしの丘しずお農場株式会社 士別市 平成23年8月22日

107 有限会社末広ミート 旭川市 平成23年6月6日

108 北日本機械株式会社 旭川市 平成23年6月6日

109 株式会社布川商店 士別市 平成24年3月8日

110 株式会社西條士別店 士別市 平成23年8月23日

111 北はるか農業協同組合 美深町 平成23年11月18日
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112 株式会社美深振興公社 美深町 平成23年11月21日

113 株式会社北海道銀行旭川支店 旭川市 平成23年12月16日

114 株式会社北海道銀行大町支店 旭川市 平成23年12月16日

115 株式会社北海道銀行豊岡支店 旭川市 平成23年12月16日

116 株式会社北海道銀行永山支店 旭川市 平成23年12月16日

117 株式会社北海道銀行神楽支店 旭川市 平成23年12月16日

118 株式会社北海道銀行美瑛支店 美瑛町 平成23年12月16日

119 株式会社北海道銀行士別支店 士別市 平成23年12月16日

120 株式会社北海道銀行名寄支店 名寄市 平成23年12月16日

121 株式会社北海道銀行富良野支店 富良野市 平成23年12月16日

122 株式会社上北装飾 士別市 平成24年5月10日

123 株式会社すがや 士別市 平成24年5月10日

124 東横ＩＮＮ旭川駅前東口 旭川市 平成24年6月22日

125 東横ＩＮＮ旭川駅前一条通 旭川市 平成24年6月22日

126 株式会社土屋ホーム旭川支店 旭川市 平成24年10月26日

127 有限会社絵本屋こども冨貴堂 旭川市 平成24年10月26日

128 株式会社ダスキン滝沢 名寄市 平成24年11月27日

129 株式会社丸徳木賀商店 名寄市 平成24年11月27日

130 株式会社高橋組 名寄市 平成24年11月27日

131 大沼左官工業株式会社 名寄市 平成24年11月27日

132 定木孝市朗税理士事務所 名寄市 平成24年11月27日

133 土地家屋調査士梅野新事務所 名寄市 平成24年11月27日

134 株式会社ＣｔｏＣグループ 旭川市 平成25年1月24日

135 有限会社貝谷商店 旭川市 平成25年1月24日

136 ジュエリーおのでら 士別市 平成25年3月21日

137 ふれあい体験農園「きたごりんファーム」 士別市 平成25年3月21日

138 宮武電機株式会社 士別市 平成25年3月21日

139 三野建設株式会社 士別市 平成25年3月21日

140 神田税理士事務所 士別市 平成25年3月21日

141 柏倉ホーム株式会社 士別市 平成25年3月21日

142 有限会社アーキッシュコーポレーション 士別市 平成25年3月21日

143 有限会社ラビット 士別市 平成25年3月21日

144 有限会社學海堂書店 士別市 平成25年3月21日

145 弁護士法人道北法律事務所名寄事務所 名寄市 平成25年3月21日



№ 企業等名 所在地 締結年月日

上川管内サポート企業等一覧（令和２年９月30日現在）

146 鷲田ファーム 名寄市 平成25年3月21日

147 有限会社佐藤石材店 名寄市 平成25年3月21日

148 横沢商店 士別市 平成25年3月21日

149 株式会社谷組 下川町 平成25年11月29日

150 有限会社アフター 下川町 平成25年11月29日

151 風連商工会 名寄市 平成26年3月18日

152 株式会社カトウ 士別市 平成26年7月3日

153 士別浄化工業株式会社 士別市 平成26年7月3日

154 有限会社織戸表装店 士別市 平成26年7月3日

155 石前建設株式会社 士別市 平成26年7月3日

156 有限会社澤田鉄工所 士別市 平成26年7月3日

157 有限会社井口新聞店 美瑛町 平成26年7月23日

158 株式会社近藤組 和寒町 平成26年9月18日

159 株式会社丸徳木賀商店士別営業所 士別市 平成27年9月8日

161 協業組合北部ガスセンター 士別市 平成27年9月8日

162 有限会社富田調理部 士別市 平成27年9月16日

163 一般社団法人富良野デザイン会議暮しステーション 富良野市 平成27年12月4日

164 株式会社北洋銀行旭川中央支店 旭川市 平成28年2月9日

165 株式会社北洋銀行旭川北支店 旭川市 平成28年2月9日

166 株式会社士別薬剤師会調剤センター 士別市 平成27年9月8日

166 株式会社北洋銀行春光支店 旭川市 平成28年2月9日

167 株式会社北洋銀行大雪通支店 旭川市 平成28年2月9日

168 株式会社北洋銀行永山中央支店 旭川市 平成28年2月9日

169 株式会社北洋銀行豊岡支店 旭川市 平成28年2月9日

170 株式会社北洋銀行神楽支店 旭川市 平成28年2月9日

171 株式会社北洋銀行永山北支店 旭川市 平成28年2月9日

172 株式会社北洋銀行名寄支店 名寄市 平成28年2月9日

173 株式会社北洋銀行士別支店 士別市 平成28年2月9日

174 株式会社北洋銀行美深支店 美深町 平成28年2月9日

175 株式会社北洋銀行富良野支店 富良野市 平成28年2月9日

176 株式会社北洋銀行当麻支店 当麻町 平成28年2月9日

177 株式会社コダマ 富良野市 平成28年1月20日

178 三葉製菓株式会社 旭川市 平成28年1月20日

179 株式会社アサヒ商会旭川給油所 旭川市 平成28年7月5日
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180 特定非営利活動法人青少年体験活動サポートセンター 旭川市 平成29年5月10日

181 ネクストステップラーニングカレッジ 旭川市 平成29年5月10日

182 株式会社廣野組 旭川市 平成30年2月6日

183 株式会社至誠 旭川市 平成30年2月6日

184 CUTIEBABY 士別市 平成30年2月27日

185 株式会社ヤクルト北北海道 旭川市 平成30年7月25日

186 旭川信用金庫本店 旭川市 平成30年9月11日

187 旭川信用金庫銀座支店 旭川市 平成30年9月11日

188 旭川信用金庫北星支店 旭川市 平成30年9月11日

189 旭川信用金庫神楽支店 旭川市 平成30年9月11日

190 旭川信用金庫東支店 旭川市 平成30年9月11日

191 旭川信用金庫末広支店 旭川市 平成30年9月11日

192 旭川信用金庫新旭川支店 旭川市 平成30年9月11日

193 旭川信用金庫西支店 旭川市 平成30年9月11日

194 旭川信用金庫東旭川支店 旭川市 平成30年9月11日

195 旭川信用金庫豊岡支店 旭川市 平成30年9月11日

196 旭川信用金庫比布支店 比布町 平成30年9月11日

197 旭川信用金庫神楽支店西神楽特別出張所 旭川市 平成30年9月11日

198 旭川信用金庫永山支店 旭川市 平成30年9月11日

199 旭川信用金庫近文支店 旭川市 平成30年9月11日

200 旭川信用金庫愛別支店 愛別町 平成30年9月11日

201 旭川信用金庫上川支店 上川町 平成30年9月11日

202 旭川信用金庫当麻支店 当麻町 平成30年9月11日

203 旭川信用金庫神居支店 旭川市 平成30年9月11日

204 旭川信用金庫東光支店 旭川市 平成30年9月11日

205 旭川信用金庫あたご支店 旭川市 平成30年9月11日

206 旭川信用金庫流通団地支店 旭川市 平成30年9月11日

207 旭川信用金庫神楽支店南出張所 旭川市 平成30年9月11日

208 旭川信用金庫緑が丘支店 旭川市 平成30年9月11日

209 旭川信用金庫忠和支店 旭川市 平成30年9月11日

210 旭川信用金庫東支店南六条出張所 旭川市 平成30年9月11日

211 旭川信用金庫東光東支店 旭川市 平成30年9月11日

212 旭川信用金庫末広北支店 旭川市 平成30年9月11日

213 旭川信用金庫末広支店春光出張所 旭川市 平成30年9月11日
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214 旭川信用金庫永山南支店 旭川市 平成30年9月11日

215 旭川信用金庫富良野支店 富良野市 平成30年9月11日

216 旭川信用金庫上富良野支店 上富良野町 平成30年9月11日

217 旭川信用金庫美瑛支店 美瑛町 平成30年9月11日

218 旭川信用金庫中富良野支店 中富良野町 平成30年9月11日

219 旭川信用金庫富良野支店南富良野出張所 南富良野町 平成30年9月11日

220 旭川信用金庫富良野支店占冠出張所 占冠村 平成30年9月11日

221 大野土建株式会社名寄本社 名寄市 令和元年9月4日

222 北星信用金庫 名寄市 令和2年8月21日

223 株式会社西條名寄店 名寄市 令和2年9月4日

224 昭和産業株式会社 名寄市 令和2年9月4日


