
９月１２日　９：００現在

１．飲食店関連 ※掲載は申込順となっております。

NO. 店舗名 住所 ＨＰ
1 釜炊きごはん銀くま 旭川市末広1条4丁目2-3 https://ginsharitei-kumada.com/
2 和処つたもり 旭川市旭町1条6丁目 https://www.tsutamori.net
3 三好寿し 旭川市4条通15丁目右9号
4 鮨六 旭川市3条通7丁目
5 とんかつ・焼肉自由軒 旭川市5条通8丁目左2号
6 横濱家系ラーメン武田家 旭川市3条通8丁目1705-30
7 しろふくろう東光店 旭川市東光7条4丁目3番23号　ｼﾃｨｽｸｴｱﾋﾞﾙ https://shirofuku.owst.jp/
8 わらい八 旭川市4条通6丁目825
9 日乃出食品工業㈲ 旭川市忠和5条8丁目　 https://hinode-foods.hp.gogo.jp/

10 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
11 旭川大吉ラーメン 旭川市北門町14丁目2145-72 http://www.a-daikichi.com
12 弐乃雪屋 旭川市3条通8丁目1293-1 http://www.yuki-ya.co.jp
13 蕎麦雪屋 旭川市3条通7丁目　谷内写真館ビル1F http://www.yuki-ya.co.jp
14 味咲屋 旭川市1条通7丁目　ｱｯｼｭ1F http://www.yuki-ya.co.jp
15 板前　国部 旭川市4条通6丁目右1号
16 成吉思汗　大黒屋　旭川５丁目店 旭川市4条通5丁目1425 https://daikoku-jgs.com/
17 元祖旭川らーめん一蔵 旭川市3条通7丁目　山田ﾋﾞﾙ1Ｆ http://www.ichi-kura.co.jp
18 居酒屋ＳＡＮＪＩ 旭川市豊岡8条1丁目1-17 https://www.izakaya-sanji.com/
19 つぼ八・焼肉の達人　永山店 旭川市永山6条4丁目 https://www.tsubohachi.co.jp/
20 あさひ川井泉　２条店 旭川市2条通7丁目右5号 http://www.tonkatu-isen.com
21 あさひ川井泉　イオンモール１Ｆ 旭川市宮下通7丁目 http://wwwtonkatu-isen.com
22 あさひ川井泉　イオンモール４Ｆ 旭川市宮下通7丁目 http://www.tonkatu-isen.com
23 かつ伴　旭神店 旭川市旭神2条5丁目7-25 http://www.tonkatu-isen.com
24 ハワイアンカフェ　ココロコ 旭川市東光3条7丁目1-17 http://cocoloco.jpn.org
25 天金　本店 旭川市3条通7丁目左5号 https://www.tenkin.info/
26 居酒屋　天金 旭川市4条通7丁目 https://www.tenkin.net/
27 居酒屋　天金　東支店 旭川市東旭川北1条2丁目1-23 http://tenkin-higashi.net/
28 おしょくじ　はっち 旭川市2条通8丁目 https://momendoki.co.jp/nora8/
29 のらくら　小町バル 旭川市2条通8丁目 https://momendoki.co.jp/komachibar/
30 マチバル 旭川市2条通8丁目 https://momendoki.co.jp/machibar/
31 のらくら　 旭川市3条通6丁目 https://momendoki.co.jp/norapari/
32 もめんどき 旭川市3条通7丁目 https://momendoki.co.jp/momendoki/
33 きわき家 旭川市2条通6丁目 https://momendoki.co.jp/kiwakiya/
34 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｎｅｐａｌ 旭川市東光5条6丁目3-7
35 ㈱酒守蔵 旭川市大町2条6丁目21-482
36 旭橋と夕陽のカフェ 旭川市常盤通3丁目4047-8
37 居酒屋バンガロー 旭川市4条通6丁目右8号丸善ビル地下
38 居酒屋大舟 旭川市3条通6丁目右6号
39 炭焼あぶりや　一期一会 旭川市3条通6丁目332-1　ｱｰｸﾋﾙｽﾞﾋﾞﾙ4Ｆ https://ichigoichie-36.com/
40 芝蘭 旭川市4条通6丁目　吉竹3号館1Ｆ
41 ２００１　Ｂａｒ　Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ 旭川市4条通 7丁目右3号 第3米沢ﾋﾞﾙＢ1Ｆ
42 和風旅館　扇松園 旭川市高砂台3丁目 8番3号 http://www.sensyoen.co.jp
43 そば処　そば扇 旭川市高砂台3丁目 8番3号 http://www.sensyoen.co.jp
44 グランパ 旭川市豊岡10条11丁目145-15 https://www.granpa-asahikawa.com/
45 そば処　一源　 旭川市東光13条6丁目
46 ㈲すき焼三光舎 旭川市5条通9丁目右1号 https://www.asahikawa-sukiyaki-sankousha.jp
47 コメダ珈琲店　旭川買物公園通り店 旭川市1条通7丁目43番地40　ｱｯｼｭﾋﾞﾙ1F
48 焼肉ホルモン　旭川肉酒場十八番 旭川市3条通7丁目　ｴｰﾜﾝﾋﾞﾙ1F
49 焼肉ホルモン　おはこ忠和店 旭川市忠和5条8丁目1-1
50 北の富士　櫻屋 旭川市1条通3丁目1687-4
51 アラジン珈琲倶楽部 旭川市神居6条8丁目2-12
52 炭火直焼　壱発 旭川市神楽岡8条2丁目
53 ｍｏｎｔｅ　ｄｅｓｉｒ 旭川市6条通7丁目31-24　YMSﾋﾞﾙ1F
54 ベビーフェイスプラネッツ　旭川忠和店 旭川市忠和5条5丁目8−19
55 モスバーガー　旭川東光店 旭川市東光8条1丁目226
56 大雪地ビール館 旭川市宮下通11丁目1604番地の1 http://www.ji-beer.com
57 ＺＯＯキッチンＣｏ・Ｃｏ・Ｌｏ 旭川市東旭川町倉沼　旭山動物園正門食堂 http://www.ji-beer.com
58 サラダ専門店　ＶＥＧＥＳＴＡＮＤ　ＣＨＥＥＲＦＵＬ 旭川市豊岡8条5丁目1-16 https://vegestand-cheerful.business.site/
59 ＪＵＲＡＳＳＩＣ　ＢＵＲＧＥＲ 旭川市1条通9丁目左7 https://jurassicburger-asahikawa.com/
60 炉端と地酒まる文すが原 旭川市3条通6丁目335-3
61 石焼すてーき菊膳 旭川市3条通7丁目　bieLuﾋﾞﾙ3Ｆ
62 鉄板ステーキ　ＫＩＫＵＺＥＮ 旭川市3条通7丁目　bieLuﾋﾞﾙ4Ｆ
63 新和食町家 旭川市3条7丁目　ｴｰﾜﾝﾋﾞﾙ1F http://www.440-c.com/
64 炉端町家 旭川市3条6丁目　ｱｰｸﾋﾙｽﾞﾋﾞﾙ1F http://www.440-c.com/
65 ビストロわいん家 旭川市3条通7丁目　ﾋﾞｴﾙﾋﾞﾙ1F http://www.440-c.com/
66 焼肉にくよし 旭川市3条通5丁目951
67 旭川ゴルフ倶楽部 旭川市神居町台場326番地 https://www.asahikawa-gc.com
68 和彩　匠 旭川市3条通7丁目　ﾋﾞｴﾙﾋﾞﾙ2F
69 ＨＩＪＡＣＫ 旭川市3条通6丁目415-1　ｳｲﾝﾀﾞﾑﾋﾞﾙBＦ
70 居酒屋　わしん 旭川市豊岡4条10丁目
71 ちょい飲み餃子酒屋やをら 旭川市3条通7丁目424-1 https://www.yawora.com
72 ミスタードーナツ　旭川２条ショップ 旭川市2条通8丁目左1
73 ミスタードーナツ　旭川春光ショップ 旭川市花咲町5丁目2277番地
74 ミスタードーナツ　永山環状ショップ 旭川市永山10条5丁目1-19
75 北京楼菜館 旭川市7条通7丁目左7号
76 山頭火　旭川本店 旭川市1条通8丁目348番地-6　MANNY BLD 1F https://www.santouka.co.jp/shop-jp/hokkaido/area01-001/
77 焼肉えぐち 旭川市南1条通26丁目
78 アートホテル旭川 旭川市7条通6丁目29番地2 https://www.art-asahikawa.com
79 アートホテル旭川　北海道スカイテラスＭＩＮＯＲＩ 旭川市7条通6丁目29番地2　ｱｰﾄﾎﾃﾙ旭川内15F https://www.art-asahikawa.com
80 アートホテル旭川　北海道ブラッスリーリラ・ビアテラス 旭川市7条通6丁目29番地2　ｱｰﾄﾎﾃﾙ旭川内1F https://www.art-asahikawa.com
81 アートホテル旭川　Ｊａｐａｎｅｓｅ　＆　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　嵐山 旭川市7条通6丁目29番地2　ｱｰﾄﾎﾃﾙ旭川内1F https://www.art-asahikawa.com
82 旭川高砂台万葉の湯 旭川市高砂台1丁目1-52 https://www.manyo.co.jp/asahikawa/
83 ブルーミントンヒル　フォレスタヴェルデ 旭川市高砂台1丁目2-1　ﾌﾞﾙｰﾐﾝﾄﾝﾋﾙ2F https://www.r-verde.jp/
84 ㈲朝吉 旭川市神居4条10丁目3番8号
85 炭火焼肉　雷炭 旭川市永山3条16丁目1－17
86 すしの江戸一 旭川市豊岡4条9丁目2-11
87 焼肉慶州 旭川市5条通8丁目右4号
88 ＥＮＯＴＥＣＡ　ＩＬ　ＧＥＮＴＩＬＥ 旭川市3条通8丁目1705-60　ＡＹＬＩＴﾋﾞﾙ1Ｆ https://gentile.owst.jp
89 緋甦霞 旭川市錦町11丁目
90 ｙｏｓｈｉｎｏｒｉ　ｃｏｆｆｅｅ　旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目3112　ﾎﾃﾙｳｲﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ旭川駅前1Ｆ https://www.yoshinoricoffee.com/
91 ぶたバルすぎもとキッチン 旭川市緑が丘3条3丁目1-11 https://www.instagram.com/butabar2020/
92 ペッパーランチ　イオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目2-5　ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前1Ｆ https://www.pepperlunch.com/
93 いきなりステーキ　イオンモール旭川西店 旭川市緑町23丁目2161-3　ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西1Ｆ http://ikinaristeak.com
94 旭山動物園東門レストラン「カムイチカプ」 旭川市東旭川町倉沼　 https://www.asahikawa-dpc.co.jp/
95 ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＢＯＸ 旭川市豊岡11条5丁目5-4
96 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｒ　ｔｈｅ　ｄｅｎ 旭川市2条通7丁目　ﾖｼﾀｹﾋﾞﾙ2号館5F
97 オステリアキャニオンベース 旭川市5条通8丁目1253番3
98 そば処まるかめ 旭川市大町1条4丁目
99 ＯＭＯ７旭川ｂｙ星野リゾート 旭川市6条通9丁目45番地1 https://omo-hotels.com/asahikawa/

100 緑橋カウンター 旭川市3条通8丁目　緑橋ﾋﾞﾙ1号館1F
101 味の牛たん加助 旭川市大雪通6丁目500 http://kasuke-asahikawa.jp/sp
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102 羅亜～麺　加藤屋本店 旭川市北門町9丁目2644-6 https://ramen-katouya.com/
103 お食事の店すず 旭川市東5条2丁目3番8号
104 クッチーナプリモ 旭川市3条通6丁目519-3　いしぐろﾋﾞﾙ2F https://primo-g.com/cucina/
105 くろもんじ 旭川市3条通6丁目519-3　いしぐろﾋﾞﾙ4F https://primo-g.com/kuromonji/
106 ｅｃｒｕ 旭川市3条通6丁目519-3　いしぐろﾋﾞﾙ3F
107 焼き鳥とおばんざい　鳥忠 旭川市2条通2丁目276-3
108 焼き蛤ＢＡＲ　一途屋 旭川市5条通8丁目1703-40 http://www.ichizuya.jp
109 みはら食堂 旭川市宮下通4丁目2-5　JA上川ﾋﾞﾙ
110 ＷＡＳＨＯＫＵ　ＩＺＡＫＡＹＡ㊁せきぐち 旭川市2条通7丁目247番地1 https://marunisekiguchi.owst.jp/
111 ㈱藤井調理部 旭川市東旭川北1条1丁目3-35 https://fujii-sidasi.net/
112 独酌三四郎 旭川市2条通5丁目左7号
113 日本料理　たま川 旭川市3条通5丁目左10号 https://www.hotpepper.jp/strJ000029292/
114 此花 旭川市4条通8丁目左3号　関東ﾋﾞﾙ2F https://www.hotpepper.jp/strJ001287326/
115 クレイジースパイス 旭川市緑町19丁目2856 http://www.crazyspice.com
116 Ａａｈａ　ｎａｎ／ｃａｒｒｉ　ｂｉｓｔｒｏ 旭川市新富2条1丁目14-13 https://www.facebook.com/aahabistro/
117 ふくろう亭 旭川市5条通7丁目5.7ふらりーと
118 しゃぶしゃぶ　べんけい 旭川市4条通8丁目1703番地7
119 Ｋａｒａｏｋｅ　Ｂｏｘ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　南６条店 旭川市東光7条1丁目5-10 http://www.yu-land.jp/
120 Ｙｕ－ｃａｆｅ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　永山パワーズ店 旭川市永山11条4丁目119永山ﾊﾟﾜｰｽﾞα内 http://www.yu-land.jp/
121 Ｋａｒａｏｋｅ　Ｂｏｘ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　さんろく店 旭川市3条通6丁目珍平ﾋﾞﾙ7F http://www.yu-land.jp/
122 遊ランド春光店 旭川市春光1条7丁目2-25 http://www.yu-land.jp/
123 遊ランド西御料店 旭川市西御料5条2丁目64-19 http://www.yu-land.jp/
124 花月会館 旭川市3条通7丁目左8号 https://kagetsukaikan.jp/
125 平和　旭川本店 旭川市末広1条1丁目1-7
126 旭川お城の鯉寿し 旭川市忠和6条7丁目1-17 https://www.koizushi.co.jp
127 ロッテリア　旭川Ａｓｈ店 旭川市1条通7丁目43-40
128 ロッテリア　永山イオンＦＳ店 旭川市永山3条12丁目2-11
129 ㈱旭川たかすゴルフクラブ 上川郡鷹栖町15線22号 http://www.takasu-golf.com/
130 中華料理　青竜 旭川市緑町16丁目
131 ラーメンすがわら 旭川市7条通7丁目右32 
132 旭川　三平 旭川市1条通7丁目　ｴﾝﾄﾞﾚｽ1.7 1F
133 すがわら三平 旭川市春光5条9丁目1-1
134 ココキッチン 旭川市4条通6丁目825番地 パリ街 2F
135 羽釜の赤鬼 旭川市8条通10丁目2191-3-5 https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/akaoni_hgm/
136 Ｇａｒｄｅｎ　ｃａｆé＆ｋｉｔｃｈｅｎ 旭川市東光10条1丁目3-12
137 らーめんや天金　４条店 旭川市4条9丁目1704-31
138 らーめんや天金　ラーメン村店 旭川市永山11条4丁目　あさひかわﾗｰﾒﾝ村
139 北海道居酒屋　髭　 旭川市5条7丁目ふらりーと
140 アブリーノ 旭川市4条8丁目
141 ミートヴィレッジ 旭川市駅前ｲｵﾝ屋上
142 居酒屋　天売 旭川市4条7丁目　ｸﾛｽﾋﾞﾙ4Ｆ
143 リップスティック 旭川市3条通 6丁目　ｱｰｸｼﾃｨ36ﾋﾞﾙ4F
144 ＴＨＥ　ｏｌｄ　ＣＡＦÉ 旭川市東光6条7丁目6-11 https://theoldcafe2017.com/
145 ファームレストラン千代田 上川郡美瑛町字水沢春日台 https://biei-fm.co.jp/
146 福吉カフェ　旭橋本店 旭川市常盤通2丁目 https://www.fukuyoshicafe.com/
147 おかだ紅雪庭 旭川市5条通16丁目1099 http://www.okadatei200.com/
148 東花苑 旭川市5条通25丁目 http://www.toukaen.com
149 食道楽 旭川市東光3条7丁目3番8号
150 ドトールコーヒーショップ　コーチャンフォー旭川店 旭川市宮前1条2丁目4番1号
151 旭川トーヨーホテル　宴会 旭川市7条通7丁目32-12 https://www.toyo-hotel.net/
152 旭川トーヨーホテル　八島 旭川市7条通7丁目32-12 https://www.toyo-hotel.net/
153 Ｌａｚｏ 旭川市3条通6丁目965-1珍平ﾋﾞﾙ4F
154 酒と肴　五・八 旭川市2条7丁目 ﾖｼﾀｹﾋﾞﾙ2号館1F
155 大雪山カントリークラブ 上川郡東神楽町東3線21号 https://www.taisetsuzan.co.jp/
156 焼鳥専門ぎんねこ 旭川市5条通7丁目5・7小路ふらりーと http://www.ginneko.co.jp
157 修理屋Cafe LAB lab 旭川市台場1条6丁目4-19 https://instagram.com/sankou_kurumaya/
158 味彩ぜん 旭川市2条通6丁目246-3
159 小麦の奴隷　旭川旭神店 旭川市旭神3条5丁目 https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/dorei_kyokushin/
160 うなぎかどわき 旭川市2条通7丁目プラネットビル2.7 1F
161 熊ッ子チェーン本店 旭川市大雪通7丁目504番地の1
162 やきとり酔旭 旭川市5条通7丁目第2コアビル1F
163 しゃぶしゃぶ　仙人 旭川市3条7丁目423-3ビルドビエル6Ｆ
164 ＢＯＸ　ＣＡＦＥ 旭川市3条7丁目423-3ビルドビエル7Ｆ
165 肉の匠　伊とう 旭川市神楽岡5条5丁目1-21
166 旨肉処かずひこ 旭川市秋月2条2丁目11-17 https://umanikudokorokazuhiko.com/
167 一味軒 旭川市8条6丁目左8号
168 ㈱アラビゴ珈琲店 旭川市忠和4条7丁目3-2
169 そば源 曙本店 旭川市曙1条7丁目1-8
170 ヤキトリツヨシ本店 旭川市秋月2条1丁目5-2松本ビル1F https://yakitsuyo2000.com/
171 スナック　クレージュ 旭川市3条通6丁目右8号珍平ビル6F
172 喰い処酔しん 旭川市5条通7丁目買物公園通
173 すなっく美幸 旭川市3条通6丁目右8号珍平ビル6Ｆ
174 ＲＩＣＥ 旭川市新富2条2丁目2-15
175 炭焼き＆創作料理　松 旭川市3条通6丁目昭和通吉田ビル1階
176 和食処　松井 旭川市4条通6丁目パリ街
177 ｃｈａｓｅ 旭川市永山2条2丁目3-13
178 中国料理天壇 旭川市4条通13丁目左2号天壇ビル1Ｆ
179 味市場　華酔家 旭川市1条通7丁目エンドレス1・7　1F https://kasuiya-asahikawa.owst.jp/
180 水晶焼肉 木天蓼 旭川市6条通7丁目
181 バーワイツ 旭川市3条通6丁目吉竹6号館4F
182 ｂｉｌａｎｃｉａ 旭川市花咲町6丁目3843－2 きりんビル2Ｆ http://www.bilancia-kazu.com
183 ＶＢＡＲ 旭川市4条通8丁目関東ビルB1F
184 ＤＩＮＩＮＧ　ｅｉｇｈｔ 旭川市4条通8丁目関東ビル2F
185 焼鳥倶楽部ふとっぱらや 旭川市3条通6丁目アークヒルズビルB1F
186 ＡＮＴＩ 旭川市3条通8丁目　3条ﾋﾞﾙ1Ｆ https://anti.owst.jp

２．菓子関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 Ｃ＆Ｃあさひかわ 旭川市2条通3丁目右10号 https://cc-asahikawa.jp
2 菓子処　まるきた 旭川市旭町1条4丁目841-12 https://www.kashi-marukita.com
3 グランパ 旭川市豊岡10条11丁目145-15 https://www.granpa-asahikawa.com/
4 お茶・お団子の叶や 旭川市4条通18丁目821-1
5 旭川空港内売店　「ポイント７」 上川郡東神楽町東2線16号 http://www.koyukai.co.jp/
6 ｍｏｎｔｅ　ｄｅｓｉｒ 旭川市6条通7丁目31-24　YMSﾋﾞﾙ1F
7 北かり　本店 旭川市永山3条4丁目1-5 https://www.rakuten.co.jp/karintou/
8 北きた　東旭川店 旭川市東旭川南1条6丁目5-13 https://www.rakuten.co.jp/karintou/
9 Ｄｅｕｘ　ＣＯＬＯＣＯ㈱ 旭川市春光4条4丁目1-45 https://coloco2011.web.fc2.com/

10 たいやきかどやん 旭川市春光1条8丁目1-65　MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ旭川店 https://www.instagram.com/taiyaki.kadoyan
11 久遠チョコレート旭川 旭川市大町1条3丁目9-23
12 もち処一久大福堂 旭川市旭町2条3丁目 http://www.daifukudo.co.jp
13 カードショップ　さんれっど 旭川市豊岡4条1丁目1-17
14 テディ・ロール 旭川市東光9条3丁目3-13
15 ロテル・ド・北倶楽部 旭川市上常盤町1丁目
16 Ｔｈｅ　Ｓｕｎ蔵人　本店 旭川市神楽岡8条1丁目
17 Ｔｈｅ　Ｓｕｎ蔵人　旭川駅店 旭川市宮下通8丁目　JR旭川駅
18 Ｔｈｅ　Ｓｕｎ蔵人　４条通店 旭川市4条通9丁目　北洋ﾋﾞﾙ1F

https://ramen-katouya.com/
https://primo-g.com/cucina/
http://www.ichizuya.jp/
https://marunisekiguchi.owst.jp/
https://fujii-sidasi.net/
https://www.hotpepper.jp/strJ000029292/
https://www.hotpepper.jp/strJ001287326/
http://www.crazyspice.com/
https://www.facebook.com/aahabistro/
http://www.yu-land.jp/
http://www.yu-land.jp/
http://www.yu-land.jp/
http://www.yu-land.jp/
http://www.yu-land.jp/
https://kagetsukaikan.jp/
https://www.koizushi.co.jp/
http://www.takasu-golf.com/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/akaoni_hgm/
https://theoldcafe2017.com/
https://biei-fm.co.jp/
https://www.fukuyoshicafe.com/
http://www.okadatei200.com/
http://www.toukaen.com/
https://www.toyo-hotel.net/
https://www.toyo-hotel.net/
https://www.taisetsuzan.co.jp/
http://www.ginneko.co.jp/
https://instagram.com/sankou_kurumaya/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/dorei_kyokushin/
https://umanikudokorokazuhiko.com/
https://yakitsuyo2000.com/
https://kasuiya-asahikawa.owst.jp/
http://www.bilancia-kazu.com/
https://anti.owst.jp/
https://cc-asahikawa.jp/
https://www.kashi-marukita.com/
https://www.rakuten.co.jp/karintou/
https://www.rakuten.co.jp/karintou/
https://www.instagram.com/taiyaki.kadoyan
http://www.daifukudo.co.jp/


19 Ｔｈｅ　Ｓｕｎ蔵人　ダイイチ花咲店 旭川市春光1条8丁目
20 Ｔｈｅ　Ｓｕｎ蔵人　ダイイチ東光店 旭川市東光12条6丁目
21 Ｔｈｅ　Ｓｕｎ蔵人　ダイイチ旭町店 旭川市旭町1条7丁目
22 ヴィバ・ロバ　末広ダイイチ店 旭川市末広1条7丁目
23 ヴィバ・ロバ　２条通ダイイチ店 旭川市2条通23丁目
24 ヴィバ・ロバ　東旭川ダイイチ店 旭川市東旭川北1条1丁目
25 ヴィバ・ロバ　永山シーナ店 旭川市永山3条15丁目
26 パティスリークレモンティーヌ 旭川市豊岡13条5丁目3-4
27 幻のパン　パパラギ 旭川市台場1条6丁目5番16号
28 パティスリーサロンドール 旭川市1条通7丁目Ash BF http://www.salondor.jp/

３．食料品・酒・米穀関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 釜炊きごはん銀くま 旭川市末広1条4丁目2-3 https://ginsharitei-kumada.com/
2 ギフトショップ　ピクニック 旭川市3条通19丁目左6号 http://www.gift-life.net
3 日乃出食品工業㈲ 旭川市忠和5条8丁目　 https://hinode-foods.hp.gogo.jp/

4 酒商　山田屋 旭川神楽3条4丁目4番9号 http://yamadaya-sake.com
5 地酒のまるしん商店 旭川市春光台3条4丁目1-13 http:/www.jizakenomarushin.com/
6 大場米穀店 旭川市春光5条8丁目21-19 
7 ㈲氏家米穀燃料店 旭川市神居3条2丁目1-2
8 市川米穀店 旭川市春光6条6丁目4番27号
9 ㈱酒守蔵 旭川市大町2条6丁目21-482

10 髙砂酒造　明治酒蔵 旭川市宮下通17丁目右1号 https://takasagoshuzo.com/
11 旭川食糧㈱ 旭川市6条通10丁目右1号
12 旭川食糧㈱　精米工場 旭川市大雪通2丁目485-21
13 お茶・お団子の叶や 旭川市4条通18丁目821-1
14 雨尾米穀店 旭川市1条通9丁目2064番地
15 コーチャンフォー旭川店 旭川市宮前1条2丁目4番1号
16 旭川市総合庁舎売店 旭川市6条通9丁目 http://www.koyukai.co.jp/
17 旭川市第二庁舎売店 旭川市7条通10丁目　第二庁舎内2F http://www.koyukai.co.jp/
18 東旭川病院売店 旭川市東旭川町下兵村254-5 http://www.koyukai.co.jp/
19 旭山動物園中央売店 旭川市東旭川町倉沼 http://www.koyukai.co.jp/
20 上川合同庁舎売店 旭川市永山6条19丁目 http://www.koyukai.co.jp/
21 旭川圭泉会病院売店 旭川市東旭川町下兵村252 http://www.koyukai.co.jp/
22 旭川市科学館売店　「科学館ミュージアムショッフ゜」 旭川市宮前1条3丁目3番32号 http://www.koyukai.co.jp/
23 旭川市第三庁舎売店 旭川市6条通10丁目 http://www.koyukai.co.jp/
24 旭川地方合同庁舎売店 旭川市宮前1条3丁目3番15号 http://www.koyukai.co.jp/
25 大雪地ビール館 旭川市宮下通11丁目1604番地の1 http://www.ji-beer.com
26 ㈲平野鮮魚店 旭川市3条14丁目　ﾆｭｰ銀座
27 ㈱藤井 旭川市流通団地2条4丁目31-1 http://www.beans-rice.co.jp/
28 三井海苔㈱ 旭川市流通団地2条3丁目
29 ドームファクトリー 旭川市東旭川町共栄265-2 http://www.pastel-gr.com/
30 ㈲山のはちみつ　 旭川市緑町21丁目2741-13
31 ｙｏｓｈｉｎｏｒｉ　ｃｏｆｆｅｅ　旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目3112　ﾎﾃﾙｳｲﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ旭川駅前1Ｆ https://www.yoshinoricoffee.com/
32 松本米穀店 旭川市7条通18丁目右10号
33 旭川ガス住設㈱　※クリクラ 旭川市宮前1条5丁目3556番地の2 https://ag-jusetsu.co.jp/
34 ㈲貝谷商店 旭川市3条通14丁目左5号
35 ㈱小川商店　酒々おがわ 旭川市6条西3丁目1番10号 https://sasaogawa.com/
36 ㈲丸一柿崎商店 旭川市3条通14丁目左10号
37 Ｋるーむ 旭川市3条通8丁目 緑橋ﾋﾞﾙ2号館 https://re-k2008.com/
38 パティスリークレモンティーヌ 旭川市豊岡13条5丁目3-4
39 ㈱河井商店 旭川市3条通６丁目右10号　ｶﾜｲﾋﾞﾙ1F https://www.kawaistore.jp/
40 ㈲丸一柿崎商店 旭川市3条通14丁目左10号
41 ㈲銀座渡辺果実店 旭川市4条通15丁目右3号
42 稲田米穀店 旭川市8条通8丁目左7号 http://www.komeya.info
43 ㈲丸長長谷川調理部 旭川市5条通25丁目402番地1 
44 ㈲廣田米穀 旭川市東8条5丁目2-3
45 かに太郎 旭川市豊岡12条7丁目1-6 https://www.kanitaro.net/
46 ㈲神田青果 旭川市3条通10丁目689-1
47 男山酒造り資料舘 旭川市永山2条7丁目1-33 http://www.otokoyama.com/
48 焼肉直売ゆにーく 旭川市錦町 19丁目2167-32 http://www.kotaki.biz/

４．スーパー ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 （合）コヤナギストアー 旭川市豊岡7条3丁目4-13 https://www.koyanagi-store.com/
2 ＤＺｍａｒｔ神居店 旭川市神居3条7丁目1番5号 https://daizen-net.com/

3 ＤＺｍａｒｔ春光店 旭川市春光1条9丁目7-8 https://daizen-net.com/
4 ＤＺｍａｒｔ神楽岡店 旭川市神楽岡5条7丁目3番3298 https://daizen-net.com/
5 Ｄｚｍａｒｔ動物園通り店 旭川市東旭川南1条2丁目2番13号 https://daizen-net.com/
6 Ｄｚｍａｒｔ富良野店 富良野市緑町1番地18 https://daizen-net.com/
7 Ｄｚｍａｒｔ名寄店 名寄市字徳田88番3 https://daizen-net.com/
8 ＤＺｍａｒｔ末広店 旭川市末広1条9丁目1-35 https://daizen-net.com/
9 Ｄｚｍａｒｔ羽幌店 苫前郡羽幌町栄町93番1 https://daizen-net.com/

10 ＤＺｍａｒｔ近文店 旭川市錦町19丁目2167-11 https://daizen-net.com/
11 ＤＺｍａｒｔ春光５条店 旭川市春光5条4丁目6-14 https://daizen-net.com/
12 Ｄｚｍａｒｔ遠軽店 紋別郡遠軽町大通北4丁目2番8号 https://daizen-net.com/
13 Ｄｚｍａｒｔ枝幸店 枝幸郡枝幸町新栄町476-1 https://daizen-net.com/
14 Ｄｚｍａｒｔ斜里店 斜里郡斜里町青葉町28番10号 https://daizen-net.com/
15 Ｄｚｍａｒｔ紋別落石店 紋別市落石町3丁目38番10号 https://daizen-net.com/
16 Ｄｚｍａｒｔ永山７条店 旭川市永山7条6丁目2-2 https://daizen-net.com/
17 Ｄｚｍａｒｔ東光８条店 旭川市東光8条1丁目3-5 https://daizen-net.com/
18 Ｄｚｍａｒｔ美幌店 網走郡美幌町字稲美89-74 https://daizen-net.com/
19 Ｄｚｍａｒｔ紋別緑町店 紋別市緑町4丁目15-22 https://daizen-net.com/
20 Ｄｚｍａｒｔ美瑛店 上川郡美瑛町北町2丁目6-13 https://daizen-net.com/
21 Ｄｚｍａｒｔ上富良野店 空知郡上富良野町本町3丁目4-3 https://daizen-net.com/
22 Ｄｚｍａｒｔ芦別店 芦別市北4条東1丁目9-6 https://daizen-net.com/
23 ＤＺｍａｒｔ豊岡６条店 旭川市豊岡6条7丁目1-4 https://daizen-net.com/

５．OA機器・通信関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 ａｕショップ東光 旭川市東光14条6丁目5-1 http://aumypremiershop.jp/D569012
2 ㈲リード事務機 旭川市神居3条6丁目

６．医療・医薬品・化粧品関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 曽田薬局 旭川市末広1条1丁目2番3号
2 ㈲コマヤ薬局 旭川市旭町2条8丁目11番地29 http://www.komayapharmacy.com/

3 くどう薬局 旭川市3条通2丁目左8号 http://910y.co.jp
4 ｃｏｓｍｅ９１０　イオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目　ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前2F http://910y.co.jp
5 ｃｏｓｍｅ９１０　イオンモール旭川西店 旭川市緑町23丁目　ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西1F http://910y.co.jp
6 コスメテリア　イオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目　ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前2F http://910y.co.jp
7 西田薬局 旭川市3条通14丁目左10号 https://nishida-boya.com/
8 西田ドラッグ 旭川市3条通9丁目　日宝ﾉﾙﾃ3条1Ｆ https://nishida-boya.com/
9 ㈲松野薬局　中央店 旭川市4条通6丁目614番地6

10 ㈲松野薬局　東光店 旭川市東光3条6丁目1番23号
11 ㈲山のはちみつ　 旭川市緑町21丁目2741-13

http://www.salondor.jp/
https://ginsharitei-kumada.com/
http://www.gift-life.net/
https://hinode-foods.hp.gogo.jp/
http://yamadaya-sake.com/
http://www.jizakenomarushin.com/
https://takasagoshuzo.com/
http://www.ji-beer.com/
http://www.beans-rice.co.jp/
http://www.pastel-gr.com/
https://daizen-net.com/
https://www.yoshinoricoffee.com/
https://ag-jusetsu.co.jp/
https://sasaogawa.com/
https://re-k2008.com/
https://www.kawaistore.jp/
http://www.komeya.info/
https://www.kanitaro.net/
http://www.otokoyama.com/
http://www.kotaki.biz/
https://www.koyanagi-store.com/
https://daizen-net.com/
https://daizen-net.com/
https://daizen-net.com/
http://www.komayapharmacy.com/
http://910y.co.jp/
http://910y.co.jp/
http://910y.co.jp/
http://910y.co.jp/
https://daizen-net.com/


12 ビューティーコバヤシ 旭川市3条8丁目　緑橋ﾋﾞﾙ2号館
13 銀粧 旭川市3条通15丁目　三番舘1Ｆ
14 旭薬ナナカマド薬局 旭川市金星町1丁目2-15 http://kyokuyaku.com/
15 旭薬みどりがおか薬局 旭川市緑が丘2条4丁目12-3 http://kyokuyaku.com/
16 旭薬ホクト薬局 旭川市2条通1丁目左1号 http://kyokuyaku.com/

７．衣料品・靴・バッグ関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 ㈱はるやまチェーン　旭川永山店 旭川市永山3条4丁目3-11 http://www.haruyama-chain.co.jp
2 三番舘 旭川市3条通15丁目右1号 www.sanbankan.co.jp/

3 シューズショップトクノ 旭川市4条通8丁目左1
4 ＳＰＲＡＹ 旭川市豊岡12条1丁目1番8号 http://www.spray166.com/
5 Ｄｏｎ－Ｄｏｎ！！　永山店 旭川市永山3条9丁目1-27 http://www.oldec.net/
6 Ｄｏｎ－Ｄｏｎ！！　大町店 旭川市大町2条3丁目21-5 http://www.oldec.net/
7 ルピュア　アモール店 旭川市豊岡3条2丁目2-19　ｱﾓｰﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 http://www.oldec.net/
8 ルピュア　旭川店 旭川市豊岡4条1丁目1－18 http://www.oldec.net/
9 ㈱丸友髙尾呉服店 旭川市2条通14丁目左10号 https://kimononotakao.com

10 ＢＲＥＥＺＥＮ　ＭＵＳＥＵＭ 旭川市2条通8丁目右
11 Ｐａｕｌ　ｓｍｉｔｈ　旭川店 旭川市末広東2条3丁目3-12
12 ビューティーコバヤシ 旭川市3条8丁目　緑橋ﾋﾞﾙ2号館
13 ミッキー靴店 旭川市4条7丁目
14 ミッキー靴店　マルカツ店 旭川市2条7丁目　ﾏﾙｶﾂﾃﾞﾊﾟｰﾄ内
15 ハッシュパピー　旭川店 旭川市3条8丁目　緑橋ﾋﾞﾙ2号館
16 ＢＬＵ　ＣＥＲＥＴＴＡ　 旭川市宮下通7丁目2−5　ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前
17 どら猫帽子店 旭川市2条通15丁目左2号 http://www.e-boushi.com
18 レザーショップミリオン 旭川市常盤通2丁目1971-22 https://www.leather-million.com/
19 メンズファッション　ツツミ 旭川市2条通7丁目　ﾏﾙｶﾂ2F
20 Ｇｒｅｅｎ　ｔｈｒｅａｄ　旭川ＭＥＧＡドンキ店 旭川市春光1条8丁目　MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ1F http://yuasa-grp.com/
21 ＵＮＴＩＴＬＥＤ　旭川店 旭川市1条通8丁目　ﾌｨｰﾙ1F http://yuasa-grp.com/
22 ブランクリーシング　マルカツ店 旭川市2条通7丁目　ﾏﾙｶﾂ2F http://yuasa-grp.com/
23 Ｊｅｒｒｙ’ｓ　Ｏｕｔｆｉｔｔｅｒｓ 旭川市2条通8丁目569-2 https://www.jerrys-o.com/
24 Ｐｏｗｗｏｗ　Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｐｏｓｔ 旭川市3条通9丁目1704-24 https://powwow.jp/
25 ＲＯＰＥ 旭川市3条通7丁目418-1オクノ2Ｆ https://www.okuno-asahikawa.com/
26 ａｄａｂａｔ 旭川市3条通7丁目418-1オクノ3Ｆ https://www.okuno-asahikawa.com/
27 ＴＡＫＥＯ　ＫＩＫＵＣＨＩ 旭川市3条通7丁目418-1オクノ4Ｆ https://www.okuno-asahikawa.com/

８．家電 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 Ｄｏｎ－Ｄｏｎ！！　永山店 旭川市永山3条9丁目1-27 http://www.oldec.net/
2 Ｄｏｎ－Ｄｏｎ！！　大町店 旭川市大町2条3丁目21-5 http://www.oldec.net/

3 ルピュア　アモール店 旭川市豊岡3条2丁目2-19　ｱﾓｰﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 http://www.oldec.net/
4 ルピュア　旭川店 旭川市豊岡4条1丁目1－18 http://www.oldec.net/
5 笠原電機㈱ 旭川市神居2条11丁目1-10
6 ビーウィズ　クボ 旭川市永山7条5丁目3-2
7 ㈱山小旭栄電機 旭川市2条通9丁目左3号
8 タナカ電機 旭川市曙1条3丁目1-22
9 ㈱でんきのタケウチ 旭川市春光台2条5丁目3番6号

９．クリーニング ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 スガイランドリー　本店 旭川市近文町21丁目4061-2 http://www.cl-sugai.com/
2 スガイランドリー　３条店 旭川市3条通7丁目右仲通り http://www.cl-sugai.com/

3 スガイランドリー　８条店 旭川市8条通10丁目 http://www.cl-sugai.com/
4 スガイランドリー　宮前店 旭川市宮前1条3丁目　ザ・ビッグ内 http://www.cl-sugai.com/
5 スガイランドリー　忠和店 旭川市忠和5条8丁目　コープさっぽろ忠和店内 http://www.cl-sugai.com/
6 市川米穀店 旭川市春光6条6丁目4番27号
7 ランドリームクリーニング末広店 旭川市末広1条9丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
8 ランドリームクリーニング東光店 旭川市東光5条7丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
9 ランドリームクリーニング春光店 旭川市春光1条9丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1

10 ランドリームクリーニング神楽岡店 旭川市神楽岡5条7丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
11 ランドリームクリーニング近文店 旭川市錦町19丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
12 ランドリームクリーニングカムイ店 旭川市神居3条7丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
13 ランドリームクリーニング動物園通り店 旭川市東旭川南1条2丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
14 ランドリームクリーニング緑東大橋店 旭川市東光13条2丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
15 ランドリームクリーニング春光５条店 旭川市春光5条4丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
16 ランドリームクリーニング４条店 旭川市4条14丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
17 ランドリームクリーニングパルプタウン店 旭川市パルプ町1条2丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
18 ランドリームクリーニング旭神店 旭川市旭神3条5丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
19 ランドリームクリーニング西神楽店 旭川市緑が丘南5条1丁目 https://laundream.wixsite.com/laundream/blank-1
20 北海エイゼン㈱ 旭川市末広5条4丁目3番1号 http://e-asahikawa.jp/shop/hokkaieizen/
21 ㈱橘屋 旭川市2条通4丁目左3号

１０．ゲーム・娯楽 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 おもちゃのヨシダ本店 旭川市本町3丁目437-238 https://www.toys-yoshida.co.jp
2 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

3 神楽山ゴルフガーデン 旭川市神居町神華88
4 旭川神楽山パークゴルフコース 旭川市神居町神華79-1 http://business4.plala.or.jp/k-pgc/
5 ＢｏｏＫ．ＮＥＴ．ＯＮＥ　旭川末広東店 旭川市末広東1条6丁目1-3
6 ＢｏｏＫ．ＮＥＴ．ＯＮＥ　旭川豊岡店 旭川市豊岡4条5丁目75-3
7 サンタプレゼントパーク 旭川市神居町富岡555番地の2 http://www.santapresentpark.com/
8 Ｋａｒａｏｋｅ　Ｂｏｘ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　南６条店 旭川市東光7条1丁目5-10 http://www.yu-land.jp/
9 Ｋａｒａｏｋｅ　Ｂｏｘ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　さんろく店 旭川市3条通6丁目珍平ﾋﾞﾙ7F http://www.yu-land.jp/

10 Ｙｕ－ｃａｆｅ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　永山パワーズ店 旭川市永山11条4丁目119永山ﾊﾟﾜｰｽﾞα内 http://www.yu-land.jp/
11 遊ランド春光店 旭川市春光1条7丁目2-25 http://www.yu-land.jp/
12 遊ランド西御料店 旭川市西御料5条2丁目64-19 http://www.yu-land.jp/
13 旭川ゴルフ倶楽部 旭川市神居町台場326番地 https://www.asahikawa-gc.com
14 ㈱旭川たかすゴルフクラブ 上川郡鷹栖町15線22号 http://www.takasu-golf.com/
15 大雪山カントリークラブ 上川郡東神楽町東3線21号 https://www.taisetsuzan.co.jp/

１１．建設・工業関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 ㈱道北建装 旭川市忠和4条3丁目4番25号 https://www.dohokukenso.co.jp
2 ㈲酒井設備 旭川市永山2条16丁目6-4

3 ㈱かんの 旭川市末広東1条7丁目1-2
4 旭川ガスサービスショップ　㈱高橋商会 旭川市2条通22丁目1-63
5 ㈱北洋タイル 旭川市神居1条10丁目1-10 http://minami-total-plasterer.co.jp
6 美浪左官工業㈱ 旭川市神居1条10丁目1-10 minami-total-plasterer.co.jp
7 ㈲北海産廃 旭川市工業団地2条1丁目1-23 https://www.hokkai-sanpai.jp
8 丸富建設㈱ 旭川市新星町3丁目1番9号 https://tom-house.com/
9 ㈱安井組 旭川市東光14条1丁目3番6号

10 清水大理石工業㈱ 上川郡東神楽町北2条西3丁目1-10 https://www.marble-shimizu.com
11 デザイントーク㈲ 旭川市旭神2条4丁目10-15 https://www.design-talk.com/
12 今井外装 旭川市大町1条17丁目307-145
13 ㈲トーセイ 旭川市東旭川北1条6丁目6-44
14 三友塗建 旭川市豊岡15条7丁目3-15
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15 北海エイゼン㈱ 旭川市末広5条4丁目3番1号 http://e-asahikawa.jp/shop/hokkaieizen/
16 ㈲ノースホーム企画 旭川市豊岡6条7丁目2番2号 https://northhome.co.jp/
17 あさひかわデジタル㈱ 旭川市西神楽南1条1丁目140-25 

１２．コンビニエンスストア ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 セイコマート　旭町店 旭川市旭町1条17丁目
2 セブンイレブン　旭川忠和４条店 旭川市忠和4条4丁目3-7

3 セブンイレブン　旭川神居４条店 旭川市神居4条11丁目5番14号
4 セブンイレブン　旭川神居雨紛店 旭川市神居3条20丁目70-27
5 セブンイレブン　旭川神楽岡１４条店 旭川市神楽岡14条5丁目1-7
6 セブンイレブン　旭川買物公園店 旭川市宮下通7丁目2399-1
7 セブンイレブン　旭川北彩都店 旭川市宮下通10丁目1271
8 セブンイレブン　旭川川端店 旭川市川端町3条7丁目3-1

１３．自動車・バイク・自転車関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 上田ボデー㈱ 旭川市永山9条1丁目1番27号 http://uedabody.com
2 タイヤランド旭川 旭川市永山北1条6丁目1番18号

3 ㈱末広ボデー 旭川市末広1条9丁目1-29 http://www.suehiro-body.com/
4 ダイニチ自動車㈱ 旭川市緑が丘南5条1丁目1番2号 https://dainichi.daimaru-g.co.jp
5 ㈲三栄車体興業 旭川市永山北2条11丁目17番地6
6 ㈲カーライフフリーダム　永山店 旭川市永山4条6丁目2番6号 https://carlife-freedom.com
7 スズキアリーナ神楽 旭川市神楽5条13丁目2-4 https://www.suzuki.co.jp/dealer/01204953.suzuki-asahikawa/
8 スズキアリーナ旭川 旭川市永山2条2丁目4-17 https://www.suzuki.co.jp/dealer/01204953.suzuki-asahikawa/
9 ㈱山田輪業 旭川市東旭川北1条7丁目11番19号

10 道北自動車工業㈱ 旭川市末広1条15丁目1番24号 https://www.dohoku-jk.jp/
11 ㈱丸金金田自動車 旭川市末広東1条6丁目1-8 http://www.kanetagroup.jp
12 ㈲高砂輪業 旭川市神居2条8丁目2-17
13 ㈱プロフィットエージェンシー 旭川市豊岡3条5丁目1-8
14 トヨタレンタリース旭川　旭川店 旭川市東鷹栖4線10号1番地8 https://www.toyotarenta.com/
15 トヨタレンタリース旭川　旭川駅前店 旭川市宮下通9丁目396-2 https://www.toyotarenta.com/
16 トヨタレンタリース旭川　大雪通り店 旭川市6条通18丁目 https://www.toyotarenta.com/
17 トヨタレンタリース旭川　忠和店 旭川市忠和4条6丁目4-8 https://www.toyotarenta.com/
18 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ旭川　末広店 旭川市末広1条8丁目1-35 https://www.hondacars-asahikawa.co.jp/
19 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ旭川　豊岡店 旭川市豊岡4条4丁目5-8 https://www.hondacars-asahikawa.co.jp/
20 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ旭川　神楽店 旭川市神楽5条9丁目1-3 https://www.hondacars-asahikawa.co.jp/
21 北海丸油㈱北彩都ステーション 旭川市宮下通15丁目1201-1
22 北海丸油㈱末広東ステーション 旭川市末広東1条2丁目
23 北海丸油㈱永山大雪通ステーション 旭川市永山2条2丁目
24 北海丸油㈱豊岡環状通ステーション 旭川市豊岡6条7丁目
25 ㈱旭ダンケ　旭川北インターＳＳ 旭川市東鷹栖東3条3丁目1927 https://www.asahidanke.co.jp/products/service-station
26 茂田石油㈱住吉給油所 旭川市住吉4条1丁目8番13号 https://www.moda.co.jp
27 茂田石油㈱旭川ＢＰ台場給油所 旭川市台場2条3丁目3番3号 https://www.moda.co.jp
28 茂田石油㈱環状豊岡給油所 旭川市豊岡15条6丁目6番17号 https://www.moda.co.jp
29 旭星クリーン㈱環状末広給油所 旭川市末広5条4丁目1番1号 https://www.moda.co.jp
30 旭星クリーン㈱ルート４０末広給油所 旭川市末広1条14丁目1番32号 https://www.moda.co.jp
31 中央車輌工業㈱ 旭川市東光3条6丁目4番16号
32 ㈲イーティーオーコーポレーション 旭川市中常盤2丁目1970番地の114
33 ㈲アウトバーン　神居店 旭川市神居2条21丁目91-43
34 ㈲アウトバーン　太陽店 旭川市永山3条3丁目1-7
35 ㈲アウトバーン　忠和店 旭川市忠和7条７丁目1番15号
36 ㈲アウトバーン　東光店 旭川市東光17条5丁目2-36
37 ㈲アウトバーン　一番星 旭川市神居3条19丁目72-26
38 ㈱三光車体工業 旭川市台場1条6丁目4-19
39 旭川石油㈱4条ＳＳ 旭川市4条通16丁目左10号
40 旭川石油㈱金星橋通ＳＳ 旭川市東4条4丁目1-18
41 旭川石油㈱永山ＳＳ 旭川市永山3条9丁目1-2
42 旭川石油㈱みどり野ＳＳ 旭川市旭神2条3丁目6-27
43 ㈲ＵＮＩＱＵＥ－ＪＡＰＡＮ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 旭川市永山8条17丁目7番8号
44 津田石油商事㈱旭一市場前給油所 旭川市流通団地1条2丁目23
45 イーグルショップ旭川店 旭川市豊岡1条3丁目4-19
46 ㈱能澤自動車 旭川市豊岡3条4丁目5-26
47 ファットボブカスタムサイクルズ 旭川市永山2条6丁目1-31 http://www.fatbob.co.jp/
48 ボデーショップ工藤 旭川市永山11条1丁目1番38号
49 ㈲スターモーターサイクル 旭川市6条西 7丁目1-22 http://www.ster-motor-cycle.com/

１４．写真・カメラ ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 （同）中村写真事務所 旭川市神楽岡6条6丁目2-1 https://yn-photo.com/
2 ㈱春光写真館 旭川市住吉4条1丁目8-20

１５．書籍・玩具・音楽・スポーツ ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 ㈲フタバスポーツ 旭川市9条通7丁目2437-30
2 おもちゃのヨシダ本店 旭川市本町3丁目437-238 https://www.toys-yoshida.co.jp

3 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
4 旭川冨貴堂　豊岡店 旭川市豊岡5条7丁目
5 旭川冨貴堂　末広店 旭川市末広4条3丁目
6 ＳＰＲＡＹ 旭川市豊岡12条1丁目1番8号 http://www.spray166.com/
7 神楽山ゴルフガーデン 旭川市神居町神華88
8 旭川神楽山パークゴルフコース 旭川市神居町神華79-1 http://business4.plala.or.jp/k-pgc/
9 コーチャンフォー旭川店 旭川市宮前1条2丁目4番1号

10 女性専用フィットネス　カロリロ　旭川パルプタウン店 旭川市ﾊﾟﾙﾌﾟ町1条2丁目505番2　ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽﾊﾟﾙﾌﾟﾀｳﾝ店内
11 ＢｏｏＫ．ＮＥＴ．ＯＮＥ　旭川末広東店 旭川市末広東1条6丁目1-3
12 ＢｏｏＫ．ＮＥＴ．ＯＮＥ　旭川豊岡店 旭川市豊岡4条5丁目75-3
13 旭川ゴルフ倶楽部 旭川市神居町台場326番地 https://www.asahikawa-gc.com
14 カードショップ　さんれっど 旭川市豊岡4条1丁目1-17
15 ㈱旭川たかすゴルフクラブ 上川郡鷹栖町15線22号 http://www.takasu-golf.com/
16 大雪山カントリークラブ 上川郡東神楽町東3線21号 https://www.taisetsuzan.co.jp/
17 PASSIONATE GOLF ATHLETES 旭川市永山町2丁目120-31

１６．寝具・家具 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 穴口ふとん店 旭川市1条通5丁目132-1 http://anaguchi1-5.com/

2 カンディハウス旭川 旭川市永山北2条6丁目 https://www.condehouse.co.jp
3 ㈱匠工芸 上川郡東神楽町南1番通24番地 https://takumikohgei.com/
4 デザイントーク㈲ 旭川市旭神2条4丁目10-15 https://www.design-talk.com/

１７．生花・園芸関連 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 花すえひろや 旭川市3条通11丁目右4号 http://www.87suehiroya.com/

2 グリーンテックス㈱ 旭川市東鷹栖東2条2丁目 https://www.greentex.co.jp
3 ㈲竹内生花店 旭川市7条通15丁目左1号
4 花のある暮らし　やまの　本社 旭川市流通団地1条1丁目35番地10 https://kk-yamano.co.jp/

http://e-asahikawa.jp/shop/hokkaieizen/
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http://www.suehiro-body.com/
https://dainichi.daimaru-g.co.jp/
https://carlife-freedom.com/
http://www.kanetagroup.jp/
https://www.hondacars-asahikawa.co.jp/
https://www.asahidanke.co.jp/products/service-station
https://www.moda.co.jp/
https://www.moda.co.jp/
https://www.moda.co.jp/
https://www.moda.co.jp/
https://www.moda.co.jp/
http://www.fatbob.co.jp/
http://www.ster-motor-cycle.com/
https://www.toys-yoshida.co.jp/
http://business4.plala.or.jp/k-pgc/
https://www.asahikawa-gc.com/
http://www.takasu-golf.com/
https://www.taisetsuzan.co.jp/
http://anaguchi1-5.com/
https://www.condehouse.co.jp/
https://www.design-talk.com/
http://www.87suehiroya.com/
https://www.greentex.co.jp/
https://kk-yamano.co.jp/


5 花のある暮らし　やまの　小売店 旭川市流通団地2条通3丁目20 https://kk-yamano.co.jp/
6 おみはなや 旭川市8条通7丁目 http://omihanaya.com/
7 フラワーショップはなしん 旭川市末広1条7丁目1番34号　ﾀﾞｲｲﾁ末広店内
8 ㈲銀座渡辺果実店 旭川市4条通15丁目右3号
9 フラワーショップ　花太郎 旭川市4条通6丁目3番地 http://www.hanataro.net/

10 フラジール 旭川市3条通9丁目 https://fragile-fd.com/

１８．整体 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 太陽カイロプラクティック 旭川市新富2条2丁目10-1 http://www.taiyouchiro.net/
2 骨盤美容整体　Ｎｉｎｅ⁺ 旭川市春光5条8丁目7-9　58ｵﾌｨｽ2F https://nine-plus.net/
3 吉田鍼灸整骨院 旭川市5条通14丁目1407-2
4 旭川カイロクリニック 旭川市神楽4条14丁目2番6号 ショーコー414 https://asahikawa-kairo.jp/

１９．タクシー・バス ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 小鳩交通㈱ 旭川市永山北1条8丁目33番地1 http://www.kobato-kotsu.com/asahikawa/charter/

2 旭川合同自動車㈱ 旭川市大雪通9丁目511番地1 https://hk-grp.or.jp/asahikawa-godo-taxi/
3 金星旭川ハイヤー㈱ 旭川市永山5条5丁目1番24 https://www.kinsei-asahikawa.com/
4 富士タクシー㈱ 旭川市6条通13丁目右5号
5 旭川中央交通㈱ 旭川市緑町14丁目3026-1 http://www.chuuo-hire.com/
6 三王交通㈱ 旭川市新星町1丁目1番8号 https://sanoukotsu.jp
7 大丸交通㈱ 旭川市緑が丘南5条1丁目1-2 https://www.daimaru-g.co.ｊｐ
8 ㈲みつばちタクシー 旭川市永山12条3丁目2-4 https://www.mitsubachi-taxi.co.jp/
9 ㈱平成ハイヤー 旭川市2条通8丁目267番地2　NKﾋﾞﾙ

10 旭川地方個人タクシー協同組合 旭川市緑町19丁目2857番地 http://www.kojintaxi-asahikawa.net/
11 協同組合旭川ハイヤー協会 旭川市春光町10番地の34 http://www.asahikawa-hire.jp/
12 こねこタクシー 旭川市高砂台5丁目1番8号
13 ㈲旭川交通 上川郡当麻町3条西2丁目6-5 http://asahikawa-koutsu.com/
14 道北バス　旭川駅前営業所 旭川市宮下通9丁目　ﾂﾙﾊﾋﾞﾙ1F https://www.dohokubus.com/
15 旭川北交ハイヤー㈱ 旭川市忠和5条8丁目2番44号
16 旭タクシー㈱ 旭川市永山北2条9丁目13番地の5 http://asahi-taxi.co.jp/

２０．燃料 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 ㈱中島 旭川市東8条6丁目1-8

2 ㈲氏家米穀燃料店 旭川市神居3条2丁目1-2
3 市川米穀店 旭川市春光6条6丁目4番27号
4 ＥＮＥＯＳ旭川　９条ＳＳ 旭川市9条通7丁目左1号 http://www.e-sawai.co.jp/asahikawa/
5 ＥＮＥＯＳ旭川　台場ＳＳ 旭川市忠和6条8丁目1-9 http://www.e-sawai.co.jp/asahikawa/
6 ＥＮＥＯＳ旭川　環状末広ＳＳ 旭川市末広1条4丁目2-9 http://www.e-sawai.co.jp/asahikawa/
7 澤井石油商事　大町配送センター 旭川市大町1条7丁目 http://www.e-sawai.co.jp/asahikawa/
8 石崎石油㈱ 旭川市神居5条9丁目2-17
9 北炭販売㈱ 旭川市大町3条7丁目2397番地43 https://www.hokutan.co.jp/

10 旭川食糧㈱ 旭川市6条通10丁目右1号
11 旭川食糧㈱　新富町給油所 旭川市東7条10丁目2-6
12 雨尾米穀店 旭川市1条通9丁目2064番地
13 旭川ガスサービスショップ　㈱高橋商会 旭川市2条通22丁目1-63
14 ㈱山田輪業 旭川市東旭川北1条7丁目11番19号
15 旭川燃油㈱ 旭川市大町2条7丁目21番地287
16 旭川燃油㈱春光町給油所 旭川市大町2条7丁目21番地287
17 旭川ガス燃料㈱ 旭川市永山北３条10丁目2番12号 https://asahikawa-gasnenryou.co.jp
18 日東石油㈱　３条東ＳＳ 旭川市3条20丁目右10号 https://www.nitto-oil.com
19 日東石油㈱　３条西ＳＳ 旭川市3条2丁目右1号 https://www.nitto-oil.com
20 日東石油㈱　末広ＳＳ 旭川市末広東1条5丁目 https://www.nitto-oil.com
21 日東石油㈱　豊岡１２条ＳＳ 旭川市豊岡12条3丁目 https://www.nitto-oil.com
22 日東石油㈱　永山環状通ＳＳ 旭川市永山9条5丁目 https://www.nitto-oil.com
23 日東石油㈱　南６条通ＳＳ 旭川市南6条25丁目 https://www.nitto-oil.com
24 北海丸油㈱北彩都ステーション 旭川市宮下通15丁目1201-1
25 北海丸油㈱末広東ステーション 旭川市末広東1条2丁目
26 北海丸油㈱永山大雪通ステーション 旭川市永山2条2丁目
27 北海丸油㈱豊岡環状通ステーション 旭川市豊岡6条7丁目
28 ㈱旭ダンケ　旭川北インターＳＳ 旭川市東鷹栖東3条3丁目1927 https://www.asahidanke.co.jp/products/service-station
29 茂田石油㈱住吉給油所 旭川市住吉4条1丁目8番13号 https://www.moda.co.jp
30 茂田石油㈱旭川ＢＰ台場給油所 旭川市台場2条3丁目3番3号 https://www.moda.co.jp
31 茂田石油㈱環状豊岡給油所 旭川市豊岡15条6丁目6番17号 https://www.moda.co.jp
32 旭星クリーン㈱環状末広給油所 旭川市末広5条4丁目1番1号 https://www.moda.co.jp
33 旭星クリーン㈱ルート４０末広給油所 旭川市末広1条14丁目1番32号 https://www.moda.co.jp
34 五東石油㈱１条給油所 旭川市1条通19丁目右3号 https://www.goto-sekiyu.jp/
35 五東石油㈱末広バイパス給油所 旭川市末広1条12丁目 https://www.goto-sekiyu.jp/
36 五東石油㈱旭川共栄給油所 旭川市東旭川町共栄9番地 https://www.goto-sekiyu.jp/
37 五東石油㈱近文給油所 旭川市緑町15丁目 https://www.goto-sekiyu.jp/
38 五東石油㈱セルフ新神楽給油所 旭川市神楽5条14丁目 https://www.goto-sekiyu.jp/
39 道北振興㈱神楽給油所 旭川市神楽4条12丁目
40 道北振興㈱末広給油所 旭川市末広1条1丁目
41 道北振興㈱セルフ西御料給油所 旭川市西御料5条2丁目
42 道北振興㈱灯油センター 旭川市西御料5条2丁目
43 旭川石油㈱4条ＳＳ 旭川市4条通16丁目左10号
44 旭川石油㈱金星橋通ＳＳ 旭川市東4条4丁目1-18
45 旭川石油㈱永山ＳＳ 旭川市永山3条9丁目1-2
46 旭川石油㈱みどり野ＳＳ 旭川市旭神2条3丁目6-27
47 津田石油商事㈱旭一市場前給油所 旭川市流通団地1条2丁目23

２２．土産・贈答品・工芸品・美術品 ※掲載は申込順となっております。
NO. 店舗名 住所 ＨＰ

1 ㈲村上カレンダー店 旭川市東光6条6丁目4番6号 https://www.murakami-calender-gift.com/

2 ギフトショップ　ピクニック 旭川市3条通19丁目左6号 http://www.gift-life.net
3 ㈱近藤染工場 旭川市1条通3丁目右1号 http://www.kondo-some.co.jp/
4 ㈱旭川健生舎 旭川市1条通11丁目右8号
5 旭川空港内売店　「ポイント７」 上川郡東神楽町東2線16号 http://www.koyukai.co.jp/
6 ㈱匠工芸 上川郡東神楽町南1番通24番地 https://takumikohgei.com/
7 トミヤ郷土民芸 旭川市常盤通1丁目 https://www.tomiya-s.com/
8 旭山動物園東門売店テイルン・テイル 旭川市東旭川町倉沼11-28 http://www.tailn-tail.info/
9 クラフト舘 旭川市豊岡13条5丁目4-4 https://craftkan.com

10 旭山動物園正門売店　ＺＯＯショップＣｏ・Ｃｏ・Ｌｏ 旭川市東旭川町倉沼　
11 ㈱高橋食品 旭川市豊岡5条1丁目4番1号
12 淳工房　 旭川市旭岡2丁目8-1
13 Ｋるーむ 旭川市3条通8丁目 緑橋ﾋﾞﾙ2号館 https://re-k2008.com/
14 人形のヨシダ　旭川本店 旭川市本町3丁目437-238　吉田ﾋﾞﾙ2F https://toys-yoshida.co.jp/
15 デザイントーク㈲ 旭川市旭神2条4丁目10-15 https://www.design-talk.com/
16 グラース 旭川市神楽4条12丁目1－1 https://grasse-aroma.com/
17 道の駅あさひかわ 旭川市神楽4条6丁目1番12号 http://www.asahikawa-bussan.net/
18 旭川観光物産情報センター　駅ｎａｋａ 旭川市宮下通8丁目3-1 http://www.asahikawa-bussan.net/
19 ㈱梅鳳堂 旭川市3条通8丁目左1号 http://www.baihodo.co.jp/

２３．メガネ・時計・貴金属・補聴器 ※掲載は申込順となっております。
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NO. 店舗名 住所 ＨＰ
1 ビジュ大西　フィール旭川店 旭川市1条通8丁目　ﾌｨｰﾙ旭川1F http://www.bijou-onishi.co.jp
2 ビジュ大西　イオン旭川永山店 旭川市永山3条12丁目 ｲｵﾝ旭川永山2F http://www.bijou-onishi.co.jp
3 大西時計店　本店 旭川市6条通8丁目左1号 http://www.bijou-onishi.co.jp
4 タジマ時計店 旭川市7条通7丁目32番地24 
5 ニュー中里時計店・眼鏡院 旭川市3条13丁目右10号
6 時計・メガネ・宝石　ミヤグチ 旭川市3条通14丁目左10号
7 Ｄｏｎ－Ｄｏｎ！！　永山店 旭川市永山3条9丁目1-27 http://www.oldec.net/
8 Ｄｏｎ－Ｄｏｎ！！　大町店 旭川市大町2条3丁目21-5 http://www.oldec.net/
9 ルピュア　アモール店 旭川市豊岡3条2丁目2-19　ｱﾓｰﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 http://www.oldec.net/

10 ルピュア　旭川店 旭川市豊岡4条1丁目1－18 http://www.oldec.net/
11 中里メガネ　本店 旭川市3条通8丁目左1号 https://www.nakasato.co.jp/
12 中里メガネ　１条通店 旭川市１条通19丁目917番地 https://www.nakasato.co.jp/
13 時計メガネのオオクシ 旭川市旭町2条3丁目
14 時計メガネのオオクシ　ウエスタン北彩都店 旭川市南6条通18丁目
15 時計メガネのオオクシ　ウエスタンパワーズ店 旭川市永山12条3丁目
16 メガネのヤマモト　豊岡店 旭川市豊岡5条6丁目
17 メガネのヤマモト　平和通店 旭川市3条7丁目　
18 めがねのナカムラ　本店 旭川市豊岡4条2丁目2-27 http://opt-nakamura.jp/
19 めがねのナカムラ　末広店 旭川市春光1条9丁目 http://opt-nakamura.jp/
20 めがねのナカムラ　永山環状通り店 旭川市永山9条4丁目 http://opt-nakamura.jp/
21 めがねのナカムラ　北彩都店 旭川市南6条通18丁目2182-2 ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽｳｴｽﾀﾝ北彩都店 横 http://opt-nakamura.jp/
22 めがねのナカムラ　川端店 旭川市川端町7条10丁目 http://opt-nakamura.jp/
23 めがねスダジオ　アモール店 旭川市豊岡3条2丁目 ｱﾓｰﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F http://opt-nakamura.jp/

２４．浴場・スパ ※掲載は申込順となっております。

NO. 店舗名 住所 ＨＰ
1 アートホテル旭川　スパ　アルパ 旭川市7条通6丁目29番地2　ｱｰﾄﾎﾃﾙ旭川内B1F https://www.art-asahikawa.com
2 旭川高砂台万葉の湯 旭川市高砂台1丁目1-52 https://www.manyo.co.jp/asahikawa/
3 高砂温泉 旭川市高砂台8丁目235-1-5 https://www.takasagoonsen.com

２５．理容・美容・エステ関連 ※掲載は申込順となっております。

NO. 店舗名 住所 ＨＰ
1 ＢｅＰｕｒｅ 旭川市1条通22丁目1-23 https://be-pure.link/
2 Ａｒｓ 旭川市神楽5条6丁目2-1
3 西田薬局 旭川市3条通14丁目左10号 https://nishida-boya.com/
4 女性専用フィットネス　カロリロ　旭川パルプタウン店 旭川市ﾊﾟﾙﾌﾟ町1条2丁目505番2　ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽﾊﾟﾙﾌﾟﾀｳﾝ店内
5 ㈲アートヘアーライズ 旭川市永山7条7丁目5-1 http://www.rise1994.com/
6 リラクゼーションサロン３６９－ミロク－ 旭川市大町2条10丁目173-84 https://relaxation369.myshopify.com
7 ビューティーコバヤシ 旭川市3条8丁目　緑橋ﾋﾞﾙ2号館
8 グラース 旭川市神楽4条12丁目1－1 https://grasse-aroma.com/
9 骨盤美容整体　Ｎｉｎｅ⁺ 旭川市春光5条8丁目7-9　58ｵﾌｨｽ2F https://nine-plus.net/

10 エステ　プチサロンエール 旭川市東光1条9丁目2-3
11 ｄ．ｉ．ｌｉｆｅ 旭川市東光14条3丁目6-6 https://beauty.tsuku2.jp/salon/relax/0000107012/plans/
12 ＡＬＴＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 旭川市3条通8丁目1705番地60　Aylitﾋﾞﾙ4F https://www.alti-inc.com/
13 ＡＬＴＩ　ＯＡＳＩＳ 旭川市東光9条2丁目1-10 https://www.alti-inc.com/
14 ハーブギャラリー　旭川店 旭川市3条通8丁目1705番地60　Aylitﾋﾞﾙ3F https://www.alti-inc.com/

２６．旅行関連 ※掲載は申込順となっております。

NO. 店舗名 住所 ＨＰ
1 旭川まるうんトラベル 旭川市宮下通10丁目3番2号
2 厚友会トラベル 旭川市5条通2丁目1677-7 http://www.koyukai.co.jp/
3 北日本観光㈱ 旭川市4条通11丁目左9号

２７．ホテル・旅館 ※掲載は申込順となっております。

NO. 店舗名 住所 ＨＰ
1 ＴＡＢＩＳＴＯ　ＤｉｖｅｒＳｉｔｙ　Ｈｏｔｅｌｓ　Ｓｉｎ　ＴＯＫＩＷＡ 旭川市常盤通3丁目4047-8
2 和風旅館　扇松園 旭川市高砂台3丁目 8番3号 http://www.sensyoen.co.jp
3 アートホテル旭川 旭川市7条通6丁目29番地2 https://www.art-asahikawa.com
4 層雲閣 上川郡上川町層雲峡温泉 http://www.sounkaku.co.jp
5 高砂温泉 旭川市高砂台8丁目235-1-5 https://www.takasagoonsen.com
6 ＯＭＯ７旭川ｂｙ星野リゾート 旭川市6条通9丁目45番地1 https://omo-hotels.com/asahikawa/
7 ホテルクレッセント旭川 旭川市5条8丁目緑橋通り http://www.hotel-cr.com/
8 ＯＮＳＥＮ＆ＣＡＮＹＯＮＢＥＳＯＲＴ　ホテル大雪 上川郡上川町層雲峡 https://www.hotel-taisetsu.com/
9 旭川トーヨーホテル　宴会 旭川市7条通7丁目32-12 https://www.toyo-hotel.net/

10 旭川トーヨーホテル　八島 旭川市7条通7丁目32-12 https://www.toyo-hotel.net/
11 北日本観光㈱ 旭川市4条通11丁目左9号

２８．その他 ※掲載は申込順となっております。

NO. 店舗名 住所 ＨＰ
1 花すえひろや 旭川市3条通11丁目右4号 http://www.87suehiroya.com/
2 仏壇　駒形屋 旭川市4条西 5丁目2番3号 http://www.b-komagataya.com
3 おみはなや 旭川市8条通7丁目 http://omihanaya.com/
4 税理士法人　薄井会計 旭川市曙1条6丁目1-5 https://usuizeirisijimusho.tkcnf.com/
5 ＳＰＲＡＹ 旭川市豊岡12条1丁目1番8号 http://www.spray166.com/
6 ㈱山紀 旭川市忠和6条8丁目1-4
7 けあらいふ厚友会 旭川市5条通2丁目1677-7 http://www.koyukai.co.jp/
8 ㈱晃寿 旭川市忠和4条5丁目4-4　ｱﾘｽﾋﾞﾙ1F
9 ㈱匠工芸 上川郡東神楽町南1番通24番地 https://takumikohgei.com/

10 中村印刷㈱ 旭川市10条通23丁目1-10 http://www.n-mark.co.jp
11 ㈱ネクストステップ 旭川市神楽岡6条6丁目2番1号
12 はんの小林 旭川市3条通8丁目　緑橋ﾋﾞﾙ2号館 http://www.ponponhanko.net/
13 ㈲山のはちみつ　 旭川市緑町21丁目2741-13
14 カギの救急車　旭川４条通４丁目店 旭川市4条通4丁目324番地1 https://www.kagi-9948.net/
15 ㈲北海産廃 旭川市工業団地2条1丁目1-23 https://www.hokkai-sanpai.jp
16 ㈲高砂輪業 旭川市神居2条8丁目2-17
17 トヨタレンタリース旭川　旭川店 旭川市東鷹栖4線10号1番地8 https://www.toyotarenta.com/
18 トヨタレンタリース旭川　旭川駅前店 旭川市宮下通9丁目396-2 https://www.toyotarenta.com/
19 トヨタレンタリース旭川　大雪通り店 旭川市6条通18丁目 https://www.toyotarenta.com/
20 トヨタレンタリース旭川　忠和店 旭川市忠和4条6丁目4-8 https://www.toyotarenta.com/
21 カーテン・インテリア専門店Ｄ．ＤＲＡＰＥ 旭川市神楽岡8条2丁目1-5 http://www.d-drape.co.jp
22 どら猫帽子店 旭川市2条通15丁目左2号 http://www.e-boushi.com
23 チーム紅蓮 旭川市東旭川町旭正315番地2 http://teamguren.kamui-daisetsu.org
24 ㈱総北海 旭川市工業団地2条1丁目1-23 https://www.sohokkai.co.jp
25 ＭＡＤＯショップ　旭川永山店 旭川市永山北2条8丁目21番地の7 https://asahikawa-nagayama.madoshop.jp
26 レザーショップミリオン 旭川市常盤通2丁目1971-22 https://www.leather-million.com/
27 ＋ＰＬＵＳ　Ｋ 旭川市末広5条11丁目5-10 https://www.plusk-kataduke.com/
28 全力でリサイクル　うーたんストア 旭川市緑町12丁目2683-4 https://www.u-tan.info/
29 清水大理石工業㈱ 上川郡東神楽町北2条西3丁目1-10 https://www.marble-shimizu.com
30 アクアショップフレンド 旭川市豊岡4条1丁目2番16号
31 ユタカ冷機 旭川市神楽岡13条4丁目3番3号
32 Ｋａｒａｏｋｅ　Ｂｏｘ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　南６条店 旭川市東光7条1丁目5-10 http://www.yu-land.jp/
33 Ｙｕ－ｃａｆｅ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　永山パワーズ店 旭川市永山11条4丁目119永山ﾊﾟﾜｰｽﾞα内 http://www.yu-land.jp/
34 Ｋａｒａｏｋｅ　Ｂｏｘ　ｅ－ｓｔｙｌｅ　さんろく店 旭川市3条通6丁目珍平ﾋﾞﾙ7F http://www.yu-land.jp/
35 遊ランド春光店 旭川市春光1条7丁目2-25 http://www.yu-land.jp/
36 遊ランド西御料店 旭川市西御料5条2丁目64-19 http://www.yu-land.jp/
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37 ㈲リード事務機 旭川市神居3条6丁目
38 ㈲トーセイ 旭川市東旭川北1条6丁目6-44
39 ㈱ドルック 旭川市工業団地2条1丁目2番6号 http://www.druck.jp/
40 ㈲丸長長谷川調理部 旭川市5条通25丁目402番地1 
41 旭川カイロクリニック 旭川市神楽4条14丁目2番6号 ショーコー414 https://asahikawa-kairo.jp/
42 ㈲神田青果 旭川市3条通10丁目689-1
43 爬虫類ショップ　ＲＥＸＸ 旭川市永山8条10丁目4-9 https://www.p-rexx.jp/
44 ㈱フタバ 旭川市東光4条2丁目1番25号 https://futaba-toryo.co.jp/
45 ㈲北辰測量 旭川市住吉4条2丁目7番8号
46 ㈱橘屋 旭川市2条通4丁目左3号
47 ㈱ゆう美堂 旭川市末広東2条7丁目6-13 https://duskin-chikabumi.com/
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