
カテゴリ CODE 細分類名 営業の内容 店舗名称 店舗所在地
その他 8044 ゴルフ練習場 スポーツ施設提供業 ダルパーク 旭川市永山1条14丁目1-16　株式会社ダルパ2F
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 デジタルカメラ写真プリント業，写真修整業，写真撮影業 有限会社カトーカメラ店 旭川市2条通8丁目左1号
その他 7893 リラクゼーション業 リラクゼーションサロン からだほぐしるーむ東光 旭川市東光10条1丁目3-16
その他 7892 エステティック業 エステティック業 オーシャルサロンりあん 旭川市永山12条2丁目12-5ララクレスト101号室
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン Bochoumer 旭川市永山8条4丁目3-21
その他 7893 リラクゼーション業 ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ リラクゼーション整体華根珠留 旭川市永山6条12丁目4番3号
その他 8045 ボウリング場 ボウリング場 高砂台ボウリングクラブ 旭川市高砂台3丁目8-73
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン ネイルサロンSmith 旭川市1条通19丁目537-1
その他 7941 物品預かり業 自動車用タイヤ預かり・販売 イーグルショップ旭川店 旭川市豊岡1条3丁目4-19
その他 7892 エステティック業 アロマオイルトリートメント,リフレクソロジー アロマリラクセーションルーム　Pure　Heart 旭川市忠和3条5丁目3-19
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン Nail　Salon＆School　Knot 旭川市春光5条4丁目4-10
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン HERBA 旭川市旭町1条5丁目841-22
その他 7892 エステティック業 全身リンパマッサージ・美顔術業 Cottoha～ことは～ 旭川市東光18条7丁目2-15
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア ねんねこ堂 旭川市7条通13丁目60-8ウォーム713　105号室
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス 遊ランド春光店 旭川市春光1条7丁目第2ダイワビル2F
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス 遊ランド西御料店 旭川市西御料5条2丁目64番19
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス 遊ランド永山店 旭川市永山2条7丁目1-47
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス e-styleさんろく店 旭川市3条通6丁目珍平ビル7F
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス e-style永山パワーズ店 旭川市永山11条4丁目119パワーズαビル1F
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス e-style南6条店 旭川市東光7条1丁目5-10
その他 7893 リラクゼーション業 ハンドケア･ヘッドセラピー Relax　＆　Slim　EVE 旭川市川端町5条8丁目3番18号
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう 靴・鞄・スーツケースの修理クリーニング マイスタースミス 旭川市3条通8丁目緑橋ビル1号館
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 写真プリント・修整・現像・撮影 むとう写真場 旭川市豊岡1条2丁目4-25
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 写真スタジオ,記念撮影 Takemiフォトスタジオ 旭川市末広6条1丁目3-10
その他 8041 スポーツ施設提供業 テニスや少年野球の練習場として 大展示場 旭川市神楽4条6丁目1番12号
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン Nail　Salon　Carino 旭川市永山8条5丁目1-17
その他 7893 リラクゼーション業 足揉み 中国足心道　華 旭川市神楽岡13条3丁目3-1
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう ペットホテル マアル 旭川市忠和1条2丁目5-23
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケ カラオケ　大昌 旭川市北門町11丁目2930
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう ペット美容･トリミング･シャンプー ハニードッグス 旭川市パルプ町1条2丁目パルプタウン内
その他 7892 エステティック業 エステサロン サロンドボーテR＆m 旭川市豊岡3条4丁目4-27-100
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア 清水施術院 旭川市神居4条7丁目3-11
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア アウェイク 旭川市東鷹栖4条2丁目636-264
その他 7892 エステティック業 フェイシャルエステサロン pastelway　PEONY 旭川市神楽岡5条5丁目4-5ツインクル壱番館101号室
その他 8091 ダンスホール バレエ、ダンスの先生に教場として貸し出す スタジオ本町SQ 旭川市本町1丁目840-7
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう ペット用品販売，ペットトリミング Le　Ciel 旭川市旭神2条4丁目12-17
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう ペット美容室 クリスタルドッグ 旭川市永山2条6丁目1番33号　ホーマック永山店内
その他 8011 映画館 映画館 シネプレックス旭川 旭川市永山12条3丁目　ウエスタンパワーズ内
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン エステティックサロン　Visage 旭川市豊岡9条3丁目4-18　Casa93C
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン 美・stella 旭川市末広3条8丁目9-3
その他 7992 結婚相談業，結婚式場紹介業 結婚紹介業 結婚相談所　いーであい 旭川市6条通13丁目パンシオンSAM205
その他 7992 結婚相談業，結婚式場紹介業 結婚紹介業（婚活パーティー） 婚活パーティきずな 旭川市8条西4丁目1-19
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン nail　salon　Tee　Pee 旭川市永山7条7丁目1番13号　焼鳥ティピ2F
その他 7892 エステティック業 エステ，マッサージ ボディケアサロンslow 旭川市豊岡15条7丁目4番16号
その他 7893 リラクゼーション業 整体、ヘッドマッサージ、リフレフソロジー 頭と体のほぐし専門　shin-shin 旭川市豊岡4条1丁目2-11　アーバンライフ豊岡103
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア、ボディトリートメント、フットケア リンパと足裏の店　お月さん 旭川市7条西4丁目1-2
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 写真スタジオ(撮影) DEN写真事務所 旭川市曙1条8丁目2-12
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン Beauty＆Healthy　Salon　BIVIAS 旭川市4条通17丁目1144-2　ハピアス1F
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン 小さなエステサロン　マッシュ 旭川市春光2条9丁目17-11
その他 8025 演芸・スポーツ等工業団 スポーツジム HLCGYM 旭川市東光6条8丁目5番8号　十字屋東光ビル　1F
その他 8048 フィットネスクラブ － カーブス旭川旭神 旭川市旭神3条5丁目2-3
その他 8048 フィットネスクラブ － カーブス旭川神居 旭川市神居3条1丁目1-16
その他 8048 フィットネスクラブ － カーブス旭川春光 旭川市春光7条9丁目5-21
その他 8048 フィットネスクラブ － カーブス永山 旭川市永山8条4丁目98-2　アスパ永山2F
その他 7961 葬儀業 葬儀屋･斎場 やわらぎファミリア　神楽岡 旭川市神楽岡8条2丁目1-7
その他 7992 結婚相談業，結婚式場紹介業 結婚式場紹介業 ブライズなび 旭川市宮下通7丁目2-5イオンモール旭川駅前店3階
その他 7961 葬儀業 葬儀屋･斎場 やわらぎ斎場　旭川 旭川市5条通15丁目
その他 7961 葬儀業 葬儀屋･斎場 やわらぎ斎場　神居 旭川市神居1条2丁目1-13
その他 7961 葬儀業 葬儀屋･斎場 やわらぎ斎場　春光 旭川市春光1条7丁目2-1
その他 7961 葬儀業 葬儀屋･斎場 やわらぎ斎場　東光 旭川市東光5条3丁目3-10
その他 7961 葬儀業 葬儀屋･斎場 やわらぎ斎場　永山 旭川市永山2条9丁目2-22
その他 7963 冠婚葬祭互助会 互助会役務利用　仏壇･仏具 誠心堂　永山店 旭川市永山5条5丁目1-17
その他 7963 冠婚葬祭互助会 冠婚葬祭互助会 旭川お客様相談センター 旭川市2条通7丁目マルオービル2階
その他 7962 結婚式場業 結婚式場業 ブルーミントンヒル 旭川市高砂台1丁目2-1
その他 7893 リラクゼーション業 ロミロミ（ハワイアンマッサージ）･酵素風呂、よもぎ蒸し ディフォンス旭川　ハッピーメンテ 旭川市5条通7丁目1615-7　レジデンス5条2F
その他 8048 フィットネスクラブ ボディコンディショニング ASC旭川スポーツセンター 旭川市豊岡1条4丁目3-11　旭川豊岡センタービル
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア，ロミロミ moana 旭川市末広2条5丁目5-10-2
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア リラッサ旭川店 旭川市宮下通10丁目3-3　ホテルWBFグランデ旭川2F　　天然温泉みなぴりかの湯内

その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア 手もみ処 旭川市5条通7丁目ドーミーイン旭川10F
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン エステティックRAYVIS旭川店 旭川市1条通7丁目43-40　アッシュビル2階
その他 8041 スポーツ施設提供業 乗馬クラブ あさひかわ乗馬クラブ 旭川市花咲町5丁目
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン ネイルサロンRacin 旭川市末広1条5丁目4番24号
その他 8011 映画館 映画館 イオンシネマ旭川駅前 旭川市宮下通7丁目2番5号イオンモール旭川駅前4F
その他 7892 エステティック業 化粧品販売　エステティックサロン オッペン化粧品ホワイト営業所 旭川市神楽岡2条7丁目3-16
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン PIPIPO　NAIL＆EYE豊岡店 旭川市豊岡4条4丁目2-18
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン PIPIPO　NAIL＆EYE神楽店 旭川市神楽5条8丁目1-1
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン OZ　NAIL＆EYE 旭川市豊岡11条1丁目3-6
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン Nail　Salon　Latte 旭川市旭岡4丁目5774-56
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 ビデオ撮影　編集　ダビング　写真撮影 オールストリーム 旭川市旭町1条8丁目841-197
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう チケット類売買 チケットキング旭川店 旭川市3条通15丁目右1三番館内1階
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう チケット類売買 チケットキング旭川パワーズ店 旭川市永山12条3丁目ウェスタンパワーズ店前
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサービス業 Fiabesco 旭川市東3条2丁目4番3号
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア､フットケア､ハンドケア､ヘッドケア､あかすり､リンパケア､頭皮ケア､角質ケア､フェイシャルケア リラクゼーション　笑癒堂 旭川市神楽3条12丁目1-5　杜のSPA神楽内
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン プライベートサロン　ルポルト 旭川市東4条3丁目2-15
その他 7893 リラクゼーション業 スポーツ整体 Laugh　Lab 旭川市近文7線南1号　PGAclub内
その他 7892 エステティック業 フェイシャルエステ､お肌のお手入れ方法 メナードフェイシャルサロン　エルヴィシア 旭川市永山9条2丁目4-15
その他 8048 フィットネスクラブ パーソナルトレーニングジム APTROOM 旭川市大町2条6丁目21番482号　HOKUO　LAB2階



その他 7893 リラクゼーション業 整体 マルワ整体院 旭川市永山5条4丁目7-11-2
その他 7892 エステティック業 美顔エステ ワミレス　ルイーズサロン　あさひかわ 旭川市旭町2条10丁目
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン Mariage 旭川市豊岡4条6丁目6-10　SNOWS内1F
その他 7892 エステティック業 フェイシャルエステ･メイクなど ヤクルトビューティエンス東光サロン 旭川市東光7条3丁目4-6
その他 7892 エステティック業 フェイシャルエステ、メイク、化粧品販売 ヤクルトビューティエンス　豊岡サロン 旭川市豊岡5条1丁目4-16
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン ネイルサロン　ミントハウス 旭川市西御料3条2丁目1-7
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン アルソア　ラディウー 旭川市旭町2条8丁目25-45
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう くつみがき リアット！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店
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう くつみがき Riat！ 旭川市宮下通7丁目2-5イオンモール旭川駅前
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 写真館 有限会社　写真工房　こんだ 旭川市神楽岡5条6丁目2番6号
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア 押し処　かたばみ施術院 旭川市旭町1条8丁目841-197グランベリー101号室
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう ペットホテル、ペットトリミング キャット＆ドッグ　PEACE 旭川市東4条3丁目2-7
その他 8048 フィットネスクラブ フィットネスクラブ magnet　スペース　aura 旭川市宮下通9丁目531-1
その他 8048 フィットネスクラブ フィットネスクラブ オクノ　Stadio　ONE　aura 旭川市3条通7丁目418-1　オクノ5階
その他 7893 リラクゼーション業 リラクゼーション ラフィネ　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店2階
その他 7931 衣服裁縫修理業 洋服仕立直し　他 ボーグ石上　洋服仕立直し業 旭川市神楽岡11条9丁目5-10
その他 7893 リラクゼーション業 整体・ボディケア からだ調整館 旭川市末広東1条1丁目1-1伊藤ビル1F
その他 8025 演芸・スポーツ等工業団 ボクシングジム TAKI　ボクシングジム 旭川市東4条5丁目2番4号
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう 金券ショップ 金犬くん　旭川店 旭川市緑町23-2161-3　イオンモール旭川西1階
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア ケアサロン　桔梗 旭川市東光14条6丁目1-5　ISSA　CORE　302号室
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア 整体カイロプラクティック　こころ 旭川市新富2条2丁目9-7
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう 犬のトリミング･ホテル カットハウス　ドギー 旭川市末広5条1丁目6-8
その他 8048 フィットネスクラブ ヨガスタジオ Life　style　store　Leala 旭川市東旭川町下兵村385-7
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 デジタルカメラ写真プリント業 プリントショップ彩光　忠和店 旭川市忠和4条6丁目4-4忠和ハイツ1F
その他 7893 リラクゼーション業 整体の施術 整体施術院　イーバランス 旭川市末広東2条3丁目3-16　リプルス末広100号
その他 7893 リラクゼーション業 リラクセーション業 猫背バランスルーム 旭川市2条通7丁目227-1　マルカツデパート4F
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン Linoage 旭川市東4条10丁目
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス カラオケ歌屋　旭川大町店 旭川市大町2条7丁目77-12
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス カラオケ歌屋　旭川買物公園3条店 旭川市3条通8丁目右1号420-5赤松ビル
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス カラオケ歌屋　旭川豊岡店 旭川市豊岡4条1丁目1-18
その他 7993 写真プリント，現像・焼付業 デジタル写真プリント・写真修正業・DPE取次業　他 ピーズラボ　旭川 旭川市東光6条7丁目1番1号
その他 7893 リラクゼーション業 カイロプラクティック カイロプラクティック施術院JAPAN 旭川市末広6条1丁目2番1号
その他 7893 リラクゼーション業 整体 ヨシダカイロプラクティックオフィス 旭川市豊岡2条2丁目1-1
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス カラオケまねきねこ　旭川買物公園通り店 旭川市4条通8丁目マルヤビルB1
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス カラオケまねきねこ　旭川さんろく街店 旭川市3条通7丁目左1
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス カラオケまねきねこ　旭川忠和店 旭川市忠和6条8丁目1-7
その他 8048 フィットネスクラブ フィットネスクラブ カロリロ　旭川パルプタウン店 旭川市パルプ町1条2丁目505-2スーパーアークスパルプタウン店内

その他 7892 エステティック業 フェイシャルエステ、化粧品販売、メイクレッスン メナードフェイシャルサロン　シャムロックヒューゲル 旭川市神楽岡8条4丁目2-4
その他 7893 リラクゼーション業 整体 三好整体 旭川市東鷹栖4条2丁目
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン メナードフェイシャルサロン東光 旭川市東光7条7丁目2-3
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン hocco　nails 旭川市8条通24丁目353-101ななかまどオフィスⅡ201
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン ビューティールーム　エメ 旭川市11条通21丁目2-24ateenaA101
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン メナードフェイシャルサロン　アリューム 旭川市末広2条2丁目4-6
その他 7892 エステティック業 フェイシャルエステ CPコスメティクス　アコースティッククリア　旭神サロン 旭川市旭神2条4丁目11番11号E-21大福館102
その他 8043 ゴルフ場 ゴルフ場 旭川ゴルフ倶楽部 旭川市神居町台場326番地
その他 8043 ゴルフ場 ゴルフ場 フォレスト旭川カントリークラブ　ゴルフ場 旭川市神居町上雨紛430番地
その他 8044 ゴルフ練習場 ゴルフ練習場 P・G・A　CLUB（Passionate　Golf　Athlete　CLUB） 旭川市近文7線南1号
その他 8044 ゴルフ練習場 ゴルフ練習場 P・G・A（Passionate　Golf　Athletes） 旭川市永山町2丁目120-31
その他 8064 パチンコホール パチンコ店 パチンコダイエー　3条店 旭川市3条通7丁目左6号
その他 8064 パチンコホール パチンコ店 パーラーダイエー　大町店 旭川市大町2条6丁目
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン neil　salon　JEWEL 旭川市神楽4条9丁目1番15号
その他 7892 エステティック業 アロマオイルトリートメント、ヘッドセラピー、ボディケア リラクゼーションサロン　mizuki　みずき 旭川市永山3条17丁目2-12海斗ハウス102
その他 7893 リラクゼーション業 整体 精心整体術院 旭川市東光17条5丁目1-6
その他 7893 リラクゼーション業 整体、ボディケア Life　on彡 旭川市東光11条3丁目4-10野嶋第一ビル2F
その他 7892 エステティック業 エステサロン よもぎ蒸しサロン　月の光 旭川市豊岡4条6丁目8-11
その他 8064 パチンコホール パチンコホール パチンコトーエー 旭川市3条通7丁目右4号
その他 8064 パチンコホール パチンコホール パチンコトーエー　豊岡店 旭川市豊岡15条7丁目
その他 8064 パチンコホール パチンコホール パーラートーエー　アッシュ店 旭川市1条通7丁目43-40
その他 8064 パチンコホール パチンコホール パーラートーエー　神楽店 旭川市神楽5条9丁目
その他 8064 パチンコホール パチンコホール パーラートーエー　緑ヶ丘店 旭川市旭神2条1丁目3-29
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン Nailroom　VION 旭川市豊岡2条2丁目6-5
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう ペット美容室 ドックサロン　わんルームしん 旭川市豊岡4条5丁目2-17
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルとエステサロン Velda 旭川市神楽4条11丁目2-2
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン lua　nails 旭川市春光台4条6丁目6-22
その他 7893 リラクゼーション業 ボディケア･オイルトリートメント d．i．life 旭川市東光14条3丁目5-7
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう 猫の繁殖販売 猫ハウス　マイケルランド 旭川市永山7条2丁目4-1-2
その他 7892 エステティック業 エステサロンにおける接客、施術、商品販売 salon　H2 旭川市豊岡1条1丁目5-8メゾネットA号室
その他 8044 ゴルフ練習場 ゴルフ練習場 アクロスゴルフパーク 旭川市神居町富沢48番6号
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックス カラオケ本舗　まねきねこ旭川豊岡店 旭川市豊岡3条4丁目2-2
その他 7892 エステティック業 フェイシャルエステ ワミレスサロン　ベリーベリー 旭川市永山1条5丁目4-7フォレストハイツA-101
その他 7894 ネイルサービス業 ネイルサロン nail　sugar 旭川市2条通8丁目144-2　2条通ビル202
その他 7892 エステティック業 エステ･化粧品販売 ポーラ・ザ・ビューティー　旭川店 旭川市緑町23丁目2161-3イオンモール旭川西店3階
その他 7893 リラクゼーション業 リラクゼーションマッサージ店 SPA　　Veranda 旭川市旭神2条3丁目1-19
その他 7892 エステティック業 エステティックサロン Lisse 旭川市旭神2条3丁目1-19
その他 8095 カラオケボックス業 カラオケボックスの運営 カラオケ館旭川三条店 旭川市3条通7丁目
その他 8048 フィットネスクラブ ピラティス･社交ダンス教室 Asahikawa　Dance　Company 旭川市1条通22丁目1-18
その他 8011 映画館 映画館 ディノスシネマズ旭川 旭川市大雪通5丁目
その他 8065 ゲームセンター ゲームセンター ディノスパーク旭川 旭川市大雪通5丁目
その他 7999 主として他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう 古綿打直し業,ふとん販売,北門中制服販売 みなとふとん店 旭川市錦町14丁目2951-5
その他 7894 ネイルサービス業 ネイル・サービス noq 旭川市旭神2条3丁目1-18


