
カテゴリ CODE 細分類名 営業の内容 店舗名称 店舗所在地
理美容業 7821 理容業 理容業 理容室ヘアーポイント 旭川市4条通11丁目マキタビル1F
理美容業 7831 美容業 美容室 Kraemer　paris　Asahikawa 旭川市緑が丘3条3丁目1-4中央ストアー1F
理美容業 7831 美容業 美容室 クローバーライフ 旭川市春光1条8丁目1-1　旭川健康ランド1階
理美容業 7821 理容業 理容業 北光理容院 旭川市東8条6丁目2-21
理美容業 7821 理容業 理容業 HAIR＆FACE　BARBER 旭川市東光15条5丁目1-7
理美容業 7831 美容業 美容業 My　stage 旭川市永山7条9丁目15-10
理美容業 7821 理容業 理容業 ルーストヘアー　フォーメン 旭川市旭町1条10丁目689-1
理美容業 7821 理容業 理容業・美容業 ヘアーズファクトリー 旭川市永山10条6丁目4-13
理美容業 7831 美容業 美容室 BALICA　SANCTUARY 旭川市宮下通7丁目駅前ビル3階
理美容業 7821 理容業 理容店 理美容わかば 旭川市神居3条13丁目2-19
理美容業 7831 美容業 美容室 理美容わかば 旭川市神居3条13丁目2-19
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室キャロット 旭川市豊岡7条7丁目4-5
理美容業 7831 美容業 美容室 ビューティサロンみわ 旭川市北門町12丁目2932-2
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室HALF　TONE 旭川市永山7条10丁目1-3
理美容業 7831 美容業 美容室 パーマハウス　マリオン 旭川市永山2条20丁目6-11
理美容業 7831 美容業 美容室 Solana　hair 旭川市5条西1丁目1-17サントアリオデ旭川1F
理美容業 7831 美容業 美容室 ヘアーハウス鈴 旭川市豊岡14条8丁目4-17号
理美容業 7831 美容業 美容室 ビューティワイ 旭川市9条通9丁目2489番地12
理美容業 7831 美容業 美容室 ヘアーファッション 旭川市川端町4条8丁目1-19
理美容業 7831 美容業 美容室 Salond　　Bouquet 旭川市南2条通21丁目1975-108
理美容業 7831 美容業 美容室 hair　design8 旭川市永山5条14丁目1番1号
理美容業 7821 理容業 理容店 ヘアーサロン山田 旭川市神楽岡13条6丁目2-13
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室さとう 旭川市神楽岡6条3丁目1-4
理美容業 7821 理容業 カット・シャンプー・顔剃り 理容サロンあおい空 旭川市豊岡12条2丁目1-10オフィスイナバ101
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室Cre＇erクレエ 旭川市末広2条7丁目2-15
理美容業 7831 美容業 美容室 Hair　Shi・mu・ku 旭川市春光6条5丁目4-1　ノース・ビー3・7
理美容業 7831 美容業 美容室 HARE 旭川市豊岡5条2丁目4-2
理美容業 7821 理容業 理容店 ミヤタケ理容室 旭川市西神楽南1条2丁目654番地
理美容業 7831 美容業 ビューティサロン ビューティサロン城 旭川市豊岡12条7丁目6番21号
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロンすずき 旭川市大町2条15丁目92-127
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロンB？ZU 旭川市東4条7丁目1-13
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロンながせ 旭川市9条通13丁目24番地276
理美容業 7821 理容業 理容業 髙原理容院 旭川市7条通7丁目左10号
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーヴォーグ 旭川市豊岡10条11丁目1番33号
理美容業 7821 理容業 理容業 理容いわくら 旭川市10条通8丁目2441
理美容業 7821 理容業 理容一般 メンズヘアーぼうけん野郎　愛宕店 旭川市豊岡7条10丁目2-5
理美容業 7821 理容業 理容業 カットサロンあらき 旭川市神居5条7丁目2番1号
理美容業 7821 理容業 理容業 メンズサロン246 旭川市南5条通25丁目121-20
理美容業 7821 理容業 理容業 佐藤理容院 旭川市神居7条3丁目1-7
理美容業 7821 理容業 理容業 床屋ゴンタ 旭川市永山8条10丁目4-10
理美容業 7821 理容業 理容業 総合理容室サンライズ 旭川市永山5条4丁目6の17
理美容業 7821 理容業 理容業 理容はせがわ 旭川市東6条10丁目1-20
理美容業 7821 理容業 理容業 トミー理容院 旭川市永山2条20丁目
理美容業 7821 理容業 理容業 メンズヘアーぼうけん野郎 旭川市豊岡8条3丁目1-12
理美容業 7831 美容業 美容室 annnya．　HAIR 旭川市豊岡14条7丁目5-2
理美容業 7821 理容業 理髪・顔そり Hair　de　　髪風 旭川市豊岡12条3丁目4番3号
理美容業 7821 理容業 理容店 カットスペースKEEP 旭川市緑が丘3条3丁目中央ストア1F
理美容業 7831 美容業 美容室 ゼル　美容室 旭川市神楽岡12条5丁目4-21
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室WE-CLUB 旭川市豊岡1条2丁目1番2号
理美容業 7831 美容業 美容室 hair　salon　Rina 旭川市永山5条9丁目1-10
理美容業 7831 美容業 美容室 ウエーブハウス　ピッコロ 旭川市東光5条3丁目2-2
理美容業 7821 理容業 理容室 ヘアーサロン　クマガイ 旭川市2条通19丁目右10号
理美容業 7821 理容業 理容業 カットハウス　さじょう 旭川市4条通16丁目891-1
理美容業 7821 理容業 理容業 理容　カワサキ 旭川市5条通18丁目右8号
理美容業 7821 理容業 理容業 理容　いとう 旭川市春光7条7丁目5-1
理美容業 7821 理容業 理容業 ワン理容院 旭川市末広2条8丁目5-6
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアームッシュ 旭川市末広5条11丁目1-1
理美容業 7821 理容業 理容業 理容　ながた 旭川市春光1条9丁目17-9
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロン　あいはら 旭川市旭神2条4丁目12-13
理美容業 7821 理容業 床屋 馬渕理容院 旭川市3条通17丁目左2号
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロン　まつ理容 旭川市1条通25丁目489番地5
理美容業 7821 理容業 理容店 refine　salon　Image 旭川市神楽岡5条4丁目1-18
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロンてらおか 旭川市旭町1条3丁目439ー59-58
理美容業 7831 美容業 美容業 美容室ヘアースタイリスト 旭川市春光5条2丁目2-12
理美容業 7831 美容業 美容室 HAIR　MAKE　STUDIO　RIO 旭川市5条通9丁目1413-6
理美容業 7831 美容業 美容室 ヘアーロココ 旭川市豊岡11条5丁目5-4
理美容業 7831 美容業 美容室 Fluff 旭川市西御料2条1丁目1番5号
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　ラガッツァ 旭川市永山6条6丁目11番7号
理美容業 7831 美容業 美容室 ヘアーインタケミ 旭川市末広6条1丁目3-10
理美容業 7831 美容業 美容室 SALON　DE　CHERIE　 旭川市豊岡8条10丁目2-13
理美容業 7831 美容業 美容室 アーデン美容室 旭川市旭町1条4丁目841
理美容業 7821 理容業 頭髪の刈り込み顔そりなどの理容サービス ヘアーサロン愛LAND 旭川市5条通7丁目右6号
理美容業 7831 美容業 美容室 いしば美容室 旭川市東旭川北1条5丁目1-27
理美容業 7831 美容業 美容室 Head　Healing　frog 旭川市末広4条7丁目5-9
理美容業 7821 理容業 理容一般 いさみ理容室 旭川市6条西5丁目1-4
理美容業 7821 理容業 理容業 ゴトー理容院 旭川市神居3条16丁目1-2
理美容業 7821 理容業 理容業 hair　shop　Baron 旭川市豊岡14条7丁目1-13
理美容業 7821 理容業 理容業 ユキーズ　バーバー 旭川市神居3条9丁目1-5
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロン　たかせ 旭川市神居7条4丁目1-4
理美容業 7821 理容業 理容店 理容の花咲 旭川市花咲町1丁目2282番地6
理美容業 7821 理容業 理容店 有限会社　リボン橋本 旭川市大雪通3丁目489-69
理美容業 7831 美容業 美容室 リェータ 旭川市豊岡12条5丁目4-18　豊岡125ビル106
理美容業 7831 美容業 美容室 Hair　le　sucre 旭川市豊岡14条5丁目1-5-2
理美容業 7831 美容業 美容室 cut　terrace　cha．co 旭川市緑が丘4条1丁目1-36
理美容業 7821 理容業 理容業 おおくし理容室 旭川市東6条2丁目3-9
理美容業 7821 理容業 カット、顔剃、シャンプー おかひさ理容院 旭川市末広3条1丁目1-2
理美容業 7821 理容業 理容業 理容かねだ 旭川市大雪通6丁目502-20



理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロンなかたに 旭川市3条通22丁目1-88
理美容業 7821 理容業 理容店 理容のくろさわ 旭川市永山3条4丁目1-7
理美容業 7821 理容業 理容業 理容あさひ 旭川市4条通5丁目1316番地4
理美容業 7821 理容業 理容業 理容たかせ 旭川市旭町2条3丁目9の367
理美容業 7821 理容業 理容室 理容室エンドウ 旭川市花咲町7丁目旭川医療センター内
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　ヴェリィ 旭川市神居2条8丁目2-13
理美容業 7831 美容業 美容室 Reaule＋s　Hair　Produce 旭川市3条通14丁目814-1
理美容業 7831 美容業 美容院 Brat 旭川市東光11条4丁目4-24　なかじょう2F
理美容業 7821 理容業 顔そり。頭髪シャンプー。 理容　スエヒロ 旭川市末広5条8丁目10-10
理美容業 7831 美容業 美容室・ビューティーサロン・美容院 アートヘアーライズ　アシリ店 旭川市永山7条7丁目5番1号
理美容業 7821 理容業 理容　技術全般 ヘアーサロン　きたむら 旭川市東4条3丁目1-22
理美容業 7821 理容業 － クイックカットBB神楽店 旭川市神楽4条4丁目1-18
理美容業 7831 美容業 美容室 KAVA4条店 旭川市4条通14丁目1546-1
理美容業 7831 美容業 美容室 KAVA永山店 旭川市永山3条15丁目1-1
理美容業 7821 理容業 理容 いけはた理容院 旭川市東旭川北1条5丁目1-27
理美容業 7831 美容業 美容業務一般 美容室P3PUCKISH 旭川市永山5条4丁目6-6
理美容業 7821 理容業 頭髪の刈り込み顔そりなど理容サービス 男と女のヘアースタジオウィズ 旭川市豊岡7条1丁目3番10号
理美容業 7821 理容業 理容業 カットハウス翔 旭川市末広2条11丁目6番4号
理美容業 7831 美容業 美容業 Vaniya 旭川市末広2条11丁目6番3号
理美容業 7821 理容業 理容業 翔　liberty 旭川市末広4条4丁目2番8号
理美容業 7821 理容業 ヘアカットサロン クイックカットBB　イオン旭川春光店 旭川市春光町10番地イオン春光店2F
理美容業 7821 理容業 ヘアカットサロン クイックカットBB　スーパーアークスパルプタウン店 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内

理美容業 7821 理容業 ヘアカットサロン クイックカットBB　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3F
理美容業 7821 理容業 ヘアカットサロン クイックカットBB　旭川豊岡店 旭川市豊岡1条1丁目
理美容業 7831 美容業 エステサロン・アイラッシュサロン ラヴィーナ三番舘 旭川市3条通15丁目右1号　三番舘2F
理美容業 7831 美容業 ネイルサロン・アイラッシュサロン ラヴィーナイオン永山店 旭川市永山3条12丁目2-11イオン旭川永山1F
理美容業 7821 理容業 ヘアカットサロン クイックカットBB　イオン永山店 旭川市永山3条12丁目2-11イオン旭川永山1F
理美容業 7831 美容業 美容 なかむら美容室 旭川市3条通5丁目右5号
理美容業 7821 理容業 理容業 理容こいけ 旭川市末広東2条2丁目1の12
理美容業 7821 理容業 理容店 Hair　art　M＇s 旭川市旭神2条4丁目12-17
理美容業 7831 美容業 カット、パーマ、カラーリング、シャンプー ヘアーストーリー　ラル 旭川市東6条1丁目
理美容業 7821 理容業 理容業 理容　モリカワ 旭川市8条通18丁目右10号
理美容業 7821 理容業 理容業 理容　ほそかわ 旭川市末広4条4丁目1-1
理美容業 7821 理容業 理容業 理容　こみなと 旭川市東光10条2丁目5-14
理美容業 7821 理容業 理容業 本間理容院 旭川市神居4条4丁目3番8号
理美容業 7821 理容業 理容業 メンズヘアー髪切利 旭川市忠和6条3丁目3-16号
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロンJUN 旭川市春光4条8丁目6-13
理美容業 7831 美容業 美容室 Hair　salon　Bis　dann 旭川市東光1条8丁目2-18
理美容業 7831 美容業 エステティックサロン エステルーム　ソルビエ 旭川市春光2条9丁目8-12
理美容業 7831 美容業 美容業 アーティコヘア 旭川市東光10条2丁目4番3号
理美容業 7831 美容業 美容業 ヘアースポットKAZU旭川 旭川市4条通21丁目左5
理美容業 7831 美容業 美容業 ヘアーオブジェ末広店 旭川市末広東1条1丁目1-1
理美容業 7831 美容業 パーマ，カラー，カット等 美容室リエール 旭川市永山1条19丁目3-14
理美容業 7821 理容業 理容業 ダブカットモデル 旭川市宮下通19丁目144-3　コーポ前川A
理美容業 7821 理容業 理容店 ヘアーサロン　エジリ 旭川市豊岡15条6丁目2番23号078-8245
理美容業 7831 美容業 美容室 Ree　Hair 旭川市4条通9丁目1704番地15
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室センター 旭川市4条通17丁目4099番地
理美容業 7831 美容業 美容室 hair　Leaf 旭川市東光7条8丁目1-2
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　UBU 旭川市錦町14丁目2951-17
理美容業 7831 美容業 美容室 cranberry　hair 旭川市永山3条5丁目1-11
理美容業 7821 理容業 理容室 ヘアーサロン　アマイケ 旭川市北門町13丁目2144番地
理美容業 7821 理容業 理容室 hair　salon　Loops 旭川市川端町4条8丁目3-21
理美容業 7821 理容業 理容業 ゼロヘアー 旭川市東光14条7丁目140-67
理美容業 7821 理容業 理容店 ヘアーサロンくらた 旭川市旭町1条10丁目689の77
理美容業 7821 理容業 理容業（カット，シャンプー，シェービング等） ヘアーサロンいわま 旭川市旭町1条13丁目688
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　Ant＇s 旭川市永山5条4丁目6-9
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　いで 旭川市豊岡4条1丁目1番3号
理美容業 7821 理容業 理容業 ヘアーサロン　マヤ 旭川市緑町20丁目2164-115
理美容業 7831 美容業 美容業 ヘアーサロン　マヤ 旭川市緑町20丁目2164-115
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室ミヤタケ 旭川市西神楽南1条2丁目655番地
理美容業 7831 美容業 美容室 ～ing　hair　POLARIS 旭川市旭町2条4丁目11-138
理美容業 7831 美容業 美容･理容 Bijin 旭川市豊岡4条2丁目
理美容業 7831 美容業 美容室 てるみ美容室 旭川市末広5条1丁目6番11号　みつわビル1階
理美容業 7831 美容業 美容室 area 旭川市高砂台1丁目1番15号
理美容業 7831 美容業 美容室 マーキスアネックス 旭川市4条通7丁目右10任ビル1F
理美容業 7831 美容業 美容室 HAIR　FaLuLu 旭川市神楽5条11丁目2-6
理美容業 7831 美容業 － ヘアーサロンひとみさんの店 旭川市永山7条6丁目4-20
理美容業 7831 美容業 美容室 ベルジュバンスサロン　KAZue 旭川市豊岡5条5丁目1-7
理美容業 7831 美容業 美容室 美容FINO 旭川市東5条2丁目1-8
理美容業 7831 美容業 美容室 ビューティサロン　Sizu 旭川市旭町1条11丁目2204
理美容業 7831 美容業 美容室 ヘアーメイク　オレンジパフ 旭川市末広2条3丁目4-16
理美容業 7821 理容業 理容所 トキワ理容院 旭川市9条通8丁目右1号
理美容業 7831 美容業 美容室 ALTI　INTERNATIONAL 旭川市3条通8丁目1705-60　AYLITBLD　4F
理美容業 7831 美容業 美容室 ALTI　OASIS 旭川市東光9条2丁目1-10
理美容業 7831 美容業 美容室 hutt　LUCKY　FIELD 旭川市5条通14丁目　レジデンス5条1階
理美容業 7831 美容業 美容業 Coffret 旭川市旭神2条4丁目10-19　四季の花北欧館A棟1FA
理美容業 7831 美容業 美容室 髪工房 旭川市秋月2条2丁目2-5
理美容業 7831 美容業 美容業 Lili　of　the　valley 旭川市1条通22丁目1974番地
理美容業 7831 美容業 美容室 フラワー美容室 旭川市東光8条2丁目2-5
理美容業 7821 理容業 理容業 赤十字病院内（理容室） 旭川市曙1条1丁目　旭川赤十字病院内
理美容業 7831 美容業 お客様と対面して髪の毛を切ったり,パーマ,染毛,他 ヘアーカットなかい 旭川市末広6条2丁目1ー12号
理美容業 7821 理容業 理容 むつみ理容 旭川市豊岡4条1丁目3-21
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　フルール 旭川市末広5条2丁目2-15
理美容業 7831 美容業 美容室 Hair　Salon　BiRTH 旭川市東旭川南1条2丁目1番30号
理美容業 7831 美容業 美容室 La　joie 旭川市東6条1丁目3-5大丸ハイツ1階
理美容業 7821 理容業 理容室 MICK＇S 旭川市永山10条12丁目4-11
理美容業 7831 美容業 美容室 en　hair． 旭川市神楽岡5条6丁目3-8
理美容業 7831 美容業 美容業 Bland　Hair 旭川市2条通12丁目221-1



理美容業 7821 理容業 理容室 カラーカット専門店 旭川市旭神3条5丁目1-6コープさっぽろツインハープ店内
理美容業 7831 美容業 美容業 美容室Honey-Bee 旭川市東4条11丁目3-12庄子ビル2F
理美容業 7831 美容業 美容室 mod＇s　hair　旭川店 旭川市2条通7丁目　高木ビル2階
理美容業 7831 美容業 美容室 NATURALLY　AVEDA 旭川市4条通8丁目左1号　アピスビル2階
理美容業 7831 美容業 美容室 NATURALLY　AVEDA　イオンモール旭川駅前 旭川市宮下通7丁目2番5号　イオンモール旭川駅前3階
理美容業 7831 美容業 美容室 シードヘア　豊岡店 旭川市豊岡13条7丁目1番1号
理美容業 7831 美容業 美容室 SEED　HAIR　イオン旭川永山店 旭川市永山3条12丁目2番11号　イオン旭川永山店2階
理美容業 7831 美容業 美容室 SEED　HAIR　シーナ店 旭川市永山3条15丁目1番7号　コープさっぽろシーナ店2階

理美容業 7831 美容業 美容室 SEED　HAIR　イオン旭川春光店 旭川市春光町10番地　イオン旭川春光店2階
理美容業 7831 美容業 美容室 ニコ・ラ・ヘアー　 旭川市神楽5条8丁目1番1号　ハウジング開発ビル2F　右
理美容業 7831 美容業 美容室 おしゃれルーム美優 旭川市永山6条14丁目8-8
理美容業 7831 美容業 美容室 河村美容室 旭川市永山6条15丁目2-1
理美容業 7821 理容業 理容業 ミシマ理容室 旭川市神居2条11丁目1-10
理美容業 7831 美容業 美容業 ビューティ　律子の店 旭川市6条通19丁目1717
理美容業 7821 理容業 理容業 高島理容院 旭川市豊岡2条6丁目10-1
理美容業 7821 理容業 理容店 ポプラ　ヘアサロン 旭川市神居3条4丁目1-5
理美容業 7821 理容業 美容室 hair　c．c．p．s 旭川市旭神2条4丁目10-13
理美容業 7831 美容業 美容室 ？como？ 旭川市南2条通21丁目1974番地
理美容業 7821 理容業 理容業 理容・ひまわり 旭川市春光4条9丁目5-1
理美容業 7821 理容業 理容業 理容室　アパッシュ 旭川市春光6条9丁目2-16
理美容業 7821 理容業 理容業 小田島理容院 旭川市末広1条2丁目1-30
理美容業 7821 理容業 理容業 高台理容院 旭川市春光台2条3丁目7-8
理美容業 7821 理容業 理容業 しが理容院 旭川市春光台4条4丁目2-11
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　髪技師 旭川市4条通7丁目1543-7
理美容業 7831 美容業 美容室 ヘアーサロン美髪 旭川市末広5条1丁目1-22
理美容業 7831 美容業 美容室 emma 旭川市東光4条3丁目3番9号
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　accha 旭川市東光6条1丁目3-6
理美容業 7821 理容業 理容室 理容室　夢工房 旭川市永山2条2丁目2-5
理美容業 7831 美容業 美容室 Musee　Les　cheveux 旭川市豊岡3条6丁目4-10
理美容業 7831 美容業 美容室 By　the　Way 旭川市豊岡4条2丁目5-14
理美容業 7831 美容業 美容 ヘアークリニックサロン　あっぷもーど 旭川市川端町1条4丁目1-14
理美容業 7831 美容業 ヘアーセット、カット、パーマ、カラーリング他 グランビューティささき　OMO7旭川店 旭川市6条通9丁目OMO7旭川地下
理美容業 7831 美容業 美容室 クラブヘアー　パッション 旭川市緑町15丁目3003-2
理美容業 7831 美容業 美容室 髪切屋　hasami 旭川市10条通23丁目1-4
理美容業 7831 美容業 美容院 ビューティーサロンなかむら 旭川市忠和6条7丁目7-2
理美容業 7831 美容業 美容室 hair　shop　SURE 旭川市豊岡6条6丁目7-15ダイイチビル1F
理美容業 7831 美容業 美容室、ビューティーサロン 美容室　パラディー 旭川市永山6条3丁目1-23
理美容業 7831 美容業 美容室 ワンズプロデュースR．E．フレッシュ西神楽店 旭川市緑が丘南5条1丁目1-8スーパーアークス西神楽店内

理美容業 7831 美容業 美容室 タナカ美容室 旭川市新富2条1丁目5-11
理美容業 7821 理容業 理容室 新国理容院 旭川市東光4条8丁目1-20
理美容業 7821 理容業 理容院 サンゴ理容院 旭川市西神楽南2条2丁目674番地
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　HI　KA　RI 旭川市末広5条8丁目1-15
理美容業 7821 理容業 理容業 hair　salon　Lamp 旭川市永山9条8丁目5-7
理美容業 7831 美容業 美容業 カラーズ 旭川市永山3条20丁目1-2
理美容業 7831 美容業 美容室 marron 旭川市旭町1条3丁目439-63
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　CHARMER 旭川市神楽4条10丁目3-4パープル410　103
理美容業 7831 美容業 美容室 Liberta 旭川市豊岡8条3丁目1-12
理美容業 7831 美容業 エステサロン B＂eauty-face　4条 旭川市4条通19丁目
理美容業 7831 美容業 エステサロン B＂eauty-face　神楽 旭川市神楽5条6丁目1-5
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　olive 旭川市5条通17丁目4109-2オール商店街9号館
理美容業 7831 美容業 まつげエクステサロン GINZA　Bonny　旭川店 旭川市9条通11丁目2191-230
理美容業 7831 美容業 美容室 ぱれっと　永山店 旭川市永山5条12丁目3-4
理美容業 7831 美容業 美容業 美容室　アヴァンセ 旭川市東光1条2丁目2-7
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　シャレード 旭川市豊岡5条1丁目4-14
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　fein 旭川市永山8条8丁目5-1
理美容業 7831 美容業 美容室 Lune　Lapin 旭川市8条通17丁目86-25
理美容業 7831 美容業 美容室 Beauty　salon　Felice 旭川市豊岡4条10丁目10-10
理美容業 7821 理容業 理容店 シャルマンヘアー　ひで 旭川市豊岡7条8丁目2-18
理美容業 7821 理容業 理容店 旭川医大理容室 旭川市緑が丘東2条1-1-1
理美容業 7821 理容業 理容業 理容　ひろた 旭川市東7条2丁目4-6
理美容業 7831 美容業 美容室 Luft　hair 旭川市豊岡7条3丁目2-7
理美容業 7831 美容業 美容室 mu-m　hair 旭川市豊岡2条2丁目1番1号
理美容業 7831 美容業 美容室 ECOサロン　はやし 旭川市3条通7丁目423-2ヨシタケパークビル7F
理美容業 7831 美容業 美容室 JUJU　HAIR 旭川市6条通1丁目2500-92
理美容業 7831 美容業 美容室 厚生病院内美容室　sono 旭川市1条通24丁目厚生病院地下
理美容業 7821 理容業 理容所 ヘアーサロン　リアル 旭川市永山7条5丁目9番4号
理美容業 7821 理容業 ｶｯﾄ　ｶﾗｰ　ﾊﾟｰﾏなど ヘアーワークス幻華 旭川市8条通7丁目2431-12ロータリービル2F
理美容業 7821 理容業 理容室 散髪屋　新国 旭川市6条通17丁目左1号
理美容業 7831 美容業 美容室 ブロス　イースト 旭川市東光8条6丁目3番8号
理美容業 7831 美容業 美容室 美容室　Peridot 旭川市1条通8丁目348番地2旭川一条ビル2階
理美容業 7831 美容業 美容室 at　ease 旭川市旭町1条6丁目841-36
理美容業 7831 美容業 美容室，ビューティーサロン，美容院 hair　works　NOAH 旭川市春光7条9丁目5-25
理美容業 7831 美容業 美容室における接客、施術、商品販売 MOW　LIFEHAIR 旭川市豊岡1条2丁目1-19
理美容業 7831 美容業 美容室 hair　club　FACE 旭川市4条通8丁目左1号
理美容業 7831 美容業 美容室 THE　SIDER 旭川市4条通7丁目1543-3
理美容業 7831 美容業 美容業 おおた美容室 旭川市春光7条5丁目8-1
理美容業 7831 美容業 美容所 ぱれっと　銀座店 旭川市4条通14丁目744-1
理美容業 7831 美容業 美容所 ヘアーサロン　フラウ 旭川市4条通14丁目744-1
理美容業 7831 美容業 美容室 T　LUXE　BEAUTE 旭川市2条通8丁目右2号サンエイビル1F
理美容業 7831 美容業 美容室 petite　　cachette 旭川市北門町9丁目2644-35
理美容業 7831 美容業 美容所 ロゼッタガーデン　フラワー 旭川市旭神1条5丁目8番22号
理美容業 7831 美容業 美容所 ロゼッタガーデン　プラス 旭川市豊岡3条2丁目アモールショッピングセンター2F
理美容業 7831 美容業 美容所 snows　by　R 旭川市豊岡4条6丁目6番10号
理美容業 7831 美容業 美容所 カラー専門店　ぱれっとアモール店 旭川市豊岡3条2丁目アモールショッピングセンター2F
理美容業 7831 美容業 美容所 カラー専門店　ぱれっと末広店 旭川市末広東1条4丁目1-5川島第1ビル1階
理美容業 7831 美容業 美容所 カラー専門店　ままぱれっと　永山西店 旭川市永山1条2丁目3-21秋月ビル1階
理美容業 7831 美容業 美容室 スマートカラーKirei　永山店 旭川市永山3条8丁目1-15ゲオ旭川永山3条店内
理美容業 7831 美容業 美容室 WB／SB 旭川市1条通14丁目1327番地



理美容業 7831 美容業 美容室 KITSUNE 旭川市旭神2条3丁目1-18
理美容業 7831 美容業 美容室 Coiffure　BRANCO 旭川市南2条通21丁目1975番地8
理美容業 7831 美容業 美容室 Chill 旭川市豊岡1条4丁目4-20
理美容業 7831 美容業 － スマートカラーKirei　旭川4条店 旭川市4条通10丁目2189-1
浴場業 7841 一般公衆浴場業 一般公衆浴場業 四つ葉観光・フタバ湯株式会社 旭川市春光7条5丁目2番22号
浴場業 7851 その他の公衆浴場業 温泉浴場業 かぐらの湯 旭川市1条通7丁目
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 菊の湯 旭川市神楽5条14丁目2番17号
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 花園湯 旭川市春光4条7丁目4番7号
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 こがね湯 旭川市春光5条5丁目3-3
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 萬石湯 旭川市旭町1条9丁目
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 平和湯 旭川市大町2条1丁目6-47
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 いこい湯 旭川市5条通24丁目
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 大黒湯 旭川市3条通17丁目右2号
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 みずほ湯 旭川市永山6条15丁目6番5号
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 （有）豊栄湯 旭川市永山2条21丁目3-14
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 金栄湯 旭川市1条通2丁目右4号
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 みつわ湯 旭川市末広5条1丁目6-11
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 湯らん銭（株）旭川店 旭川市忠和3条7丁目2-1
浴場業 7851 その他の公衆浴場業 スパ業 アートホテル旭川　BFスパアルパ 旭川市7条通6丁目29番地2
浴場業 7851 その他の公衆浴場業 健康ランド 旭川健康ランド 旭川市春光1条8丁目1番1号
浴場業 7851 その他の公衆浴場業 スーパー銭湯 杜のSPA　神楽 旭川市神楽3条12丁目1番5号
浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業 菊水湯 旭川市6条西6丁目1-7
浴場業 7841 一般公衆浴場業 サウナ付き温泉浴場 お風呂とサウナのオスパー 旭川市宮下通16丁目3-1
宿泊業 7511 旅館，ホテル 宿泊・各種宴会 東花苑 旭川市5条通25丁目
宿泊業 7511 旅館，ホテル 旅館業 株式会社旅館花菱 旭川市永山2条15丁目3番11号
宿泊業 7511 旅館，ホテル ビジネスホテル 旭川サンホテル 旭川市2条通7丁目左8号
宿泊業 7911 旅行業 旅行業 厚友会トラベル 旭川市5条通2丁目1677番地7
宿泊業 7511 旅館，ホテル 宿泊 美松荘旅館 旭川市2条通5丁目右8号
宿泊業 7511 旅館，ホテル ホテル A-GATE　HOTEL　ASAHIKAWA 旭川市高砂台6丁目
宿泊業 7511 旅館，ホテル ビジネスホテル プレミアホテル-CABIN-旭川 旭川市1条通7丁目
宿泊業 7511 旅館，ホテル ホテル ホテルメイツ旭川 旭川市宮下通10丁目左5号
宿泊業 7521 簡易宿所 ゲストハウス 旭川公園ゲストハウス 旭川市永山1条24丁目2-4
宿泊業 7521 簡易宿所 ゲストハウス（宿泊施設） ゲストハウス　アサヒカワライド 旭川市6条通7丁目31-10日昇ビル2階
宿泊業 7511 旅館，ホテル ホテル ホテルウィングインターナショナル旭川駅前 旭川市宮下通7丁目3112
宿泊業 7912 旅行業者代理業 旅行商品の販売 北日本観光株式会社 旭川市4条通11丁目左9号
宿泊業 7511 旅館，ホテル シティホテル アートホテル旭川 旭川市7条通6丁目29番地2
宿泊業 7511 旅館，ホテル ビジネスホテル 旭川キャピタルホテル 旭川市曙1条2丁目299番地
宿泊業 7511 旅館，ホテル ホテル ファミリーホテル　オノデラ 旭川市東3条2丁目4-15
宿泊業 7511 旅館，ホテル 旅館、食堂 お宿　まつえだ 旭川市東旭川北1条6丁目10-1
宿泊業 7599 他に分類されない宿泊業 学生寮 寮　Buddy 旭川市永山1条23丁目1番2号
宿泊業 7511 旅館，ホテル 旅館、ホテル ルートイン旭川駅前一条通 旭川市1条通6丁目39-1
宿泊業 7511 旅館，ホテル 旅館、ホテル ルートインGrand旭川駅前 旭川市宮下通8丁目1962-1
宿泊業 7511 旅館，ホテル ビジネスホテル くれたけイン旭川 旭川市4条通9丁目1704-18
宿泊業 7521 簡易宿所 民宿 MORIHICO．Jstyle　ASAHIKAWA 旭川市宮下通11丁目1398-2
宿泊業 7511 旅館，ホテル ホテル ホテル　ウィング 旭川市永山2条1丁目1-1
宿泊業 7511 旅館，ホテル ホテル ホテル　エリーテ 旭川市永山1条1丁目2-3
宿泊業 7511 旅館，ホテル ビジネスホテル ビジネス　プラトンホテル 旭川市曙1条3丁目1番15号
宿泊業 7521 簡易宿所 簡易宿所 旅の宿パッチワーク 旭川市西神楽1線25号475-1
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) － 77sweets 旭川市神楽岡8条2丁目4-14-2
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 薬局・食品小売業 クスリのナカアキ医大前 旭川市緑が丘3条3丁目1-13グリーンプラザ内
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 総合庁舎店 旭川市6条通9丁目旭川市総合庁舎地下
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 第二庁舎店 旭川市7条通10丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 市立旭川病院店 旭川市金星町1丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 旭川医科大学店 旭川市緑が丘東2条1丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 旭山動物園中央店 旭川市東旭川町倉沼
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 上川合同庁舎店 旭川市永山6条19丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 圭泉会病院店 旭川市東旭川町下兵村252
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 旭川市科学館「科学館ミュージアムショップ」 旭川市宮前1条3丁目3番32号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 第三庁舎店 旭川市6条通10丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 旭川医療センター店 旭川市花咲町7丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 売店 旭川地方合同庁舎店 旭川市宮前1条3丁目3番15号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 なゝ花窓館 旭川市忠和5条6丁目5-3
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 ヨーカドー旭川店 旭川市6条通14丁目
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 生協神楽店 旭川市神楽4条5丁目419
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 イオン旭川永山店 旭川市永山3条12丁目56-1
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 き花の杜 旭川市南6条通19丁目
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 生協春光店 旭川市末広4条1丁目452
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 ルミネ東光店 旭川市豊岡1条5丁目1
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 壺屋T＇sKITCHEN　イオン旭川西店 旭川市緑町23丁目2161-3
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 T＇sKITCHEN　パワーズ店 旭川市永山12条3丁目122-59
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 和洋菓子店 イオン旭川春光店 旭川市春光町10番地
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 小売販売 株式会社丸谷　谷商店 旭川市末広東1条1丁目6番22号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) かりんとう販売 北かり本店 旭川市永山3条4丁目1-5
飲食料品小売業 5831 食肉小売(卵、鶏肉を除く) 肉屋 ミートプラザツカシタ 旭川市3条通16丁目右1号
飲食料品小売業 5895 料理品小売業 とんかつ専門店 あさひ川井泉イオンモール旭川駅前1F売店 旭川市宮下通7丁目右5号
飲食料品小売業 5894 茶類小売業 コーヒー豆の小売販売 Y＇sコーヒー西神楽珈琲焙煎工場直売店 旭川市西神楽北1条3丁目230-39
飲食料品小売業 5894 茶類小売業 コーヒー豆の小売販売 Y＇sコーヒー 旭川市西御料2条2丁目1-6
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子の販売 Dessert　de　COLOCO 旭川市春光4条4丁目1-45
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食料雑貨店 山下商店 旭川市緑が丘南2条2丁目9-9
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 土産物店として菓子，雑貨・小物等を販売 旭山動物園内正門売店（ZooショップCoCoLo） 旭川市東旭川町倉沼　旭山動物園内
飲食料品小売業 5851 酒小売業 酒屋 らびつと米酒店 旭川市神楽1条10丁目4番11号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 土産品小売業 コロポックル 旭川市永山11条4丁目　あさひかわラーメン村
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 菓子製造・販売 パティスリーフゥ！！ 旭川市東光17条8丁目1-45
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　神居店 旭川市神居3条7丁目1番5号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　春光店 旭川市春光1条9丁目7-8
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　神楽岡店 旭川市神楽岡5条7丁目3番3298
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　豊岡店 旭川市東旭川南1条2丁目2番13号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　末広店 旭川市末広1条9丁目1-35



飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　近文店 旭川市錦町19丁目2167-11
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　春光5条店 旭川市春光5条4丁目6-14
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　永山7条店 旭川市永山7条6丁目2-2
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食品・酒・日配品・生鮮品の小売業 DZマート　東光8条店 旭川市東光8条1丁目3-5
飲食料品小売業 5894 茶類小売業 お茶小売 前川茶舗 旭川市5条通8丁目右1号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子、焼き菓子、製造、小売業 パティスリーアンジュール 旭川市永山3条16丁目2-1
飲食料品小売業 5851 酒小売業 食料品小売業 相田商店 旭川市東光13条7丁目3-12
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット （株）ダイイチ　東光店 旭川市東光12条6丁目5-14
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット （株）ダイイチ　西店 旭川市2条通4丁目134番地
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット （株）ダイイチ　末広店 旭川市末広1条7丁目265番地
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット （株）ダイイチ　東旭川店　 旭川市東旭川北1条1丁目3-37
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット （株）ダイイチ　旭町店　 旭川市旭町1条7丁目2631
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット （株）ダイイチ　二条通店 旭川市2条通23丁目110-1
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット （株）ダイイチ　花咲店 旭川市春光1条8丁目1-77
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア 販売、接客 ローソン旭川東光15条店 旭川市東光15条5丁目5番23号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア 販売、接客 ローソン旭川豊岡4条一丁目店 旭川市豊岡4条1丁目3番12号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子・和菓子・ケーキ小売 手作り菓子きく屋　アモール店 旭川市豊岡3条2丁目2番19号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子・和菓子・ケーキ小売 手作り菓子きく屋　本店 旭川市東光11条1丁目2番12号
飲食料品小売業 5841 鮮魚小売業 魚介類販売業 ウエスタンパワーズ店 旭川市永山12条3丁目
飲食料品小売業 5841 鮮魚小売業 魚介類販売業 ウエスタン川端店 旭川市川端町7条10丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーチェーンふじ末広5条店 旭川市末広五条6丁目10番13号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーチェーンふじ春光台店 旭川市春光台4条3丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーチェーンふじ永山西店 旭川市永山7条10丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーチェーンふじ新富店 旭川市東6条10丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス末広東店 旭川市末広東1条8丁目1番2号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス神居店 旭川市神居2条5丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス六合店 旭川市末広3条1丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス南6条店 旭川市南5条通24丁目121
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス十条通店 旭川市10条通23丁目2番地5
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス神居東店 旭川市神居2条13丁目2番18号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス豊岡中央店 旭川市豊岡10条5丁目5番3号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス永山中央店 旭川市永山3条22丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ベストプライス東旭川店 旭川市東旭川北1条5丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ウェスタン川端店 旭川市川端町7条10丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ウェスタンパワーズ店 旭川市永山12条3丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ウェスタン北彩都店 旭川市南6条通18丁目2182-2
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーアークス東光店 旭川市東光10条7丁目1番33号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーアークスパルプタウン店 旭川市パルプ町1条2丁目505番2
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーアークス西神楽店 旭川市緑が丘南5条1丁目1番8号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 スーパーアークス豊岡3条店 旭川市豊岡3条4丁目4番5号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 ラルズマート豊岡店 旭川市豊岡7条8丁目
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川豊岡12条一丁目店 旭川市豊岡12条1丁目1-1
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川赤十字病院店 旭川市曙1条1丁目1-1旭川赤十字病院1F
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川2条通店 旭川市2条通6丁目68-1
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川4条西一丁目店 旭川市4条西1丁目2-17
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川亀吉店 旭川市亀吉2条1丁目1-18
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川春光台1条店 旭川市春光台1条6丁目4-13
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川神居3条八丁目店 旭川市神居3条8丁目1-7
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川神楽2条店 旭川市神楽2条9丁目2-38
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川永山二丁目店 旭川市永山2条2丁目42-8
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川台場1条店 旭川市台場1条4丁目1-35
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川工業団地店 旭川市工業団地1条1丁目1-31
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川住吉6条店 旭川市住吉6条1丁目9-2
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 医薬品，健康食品販売業 くすりの健康堂 旭川市東光13条6丁目4番23号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) ドーナツ製造、販売 Soyどーなつ 旭川市4条通17丁目右10　オール商店街六号館
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川春光3区店 旭川市春光4条6丁目4-31
飲食料品小売業 5896 米穀類小売業 米・麦・雑穀 いちかわ　こめや 旭川市春光6条6丁目4番27号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) ドーナツ製造販売 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号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) ドーナツ製造販売 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番19号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) ドーナツ製造販売 ミスタードーナツ旭川春光ショップ 旭川市春光町5丁目2277番61
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子店 エルサンタ 旭川市神楽岡5条6丁目2-12
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川4条店 旭川市4条通15丁目750
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川駅前店 旭川市宮下通9丁目2番17号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川南6条店 旭川市南6条通18丁目2182番90号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　東光10条店 旭川市東光10条4丁目1番18号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　東光9条店 旭川市東光9条1丁目3番15号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　東光店 旭川市東光1条5丁目1番5号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　東光1条店 旭川市東光1条7丁目1番14号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川豊岡7条店 旭川市豊岡7条2丁目2番3号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　豊岡12条店 旭川市豊岡12条4丁目5番6号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　永山6条店 旭川市永山6条13丁目1番25号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　東6条店 旭川市東6条3丁目1番12号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　永山南店 旭川市永山8条4丁目98番2
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川東5条店 旭川市東5条11丁目3番8号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　永山環状通店 旭川市永山7条5丁目1番15号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　永山3条西店 旭川市永山3条8丁目2番6号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　神居十字街店 旭川市神居3条11丁目2番21号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　忠和店 旭川市忠和4条6丁目4番12号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　神居東店 旭川市神居3条18丁目2番5号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　西店 旭川市4条通3丁目1616番1
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川神楽岡店 旭川市神楽岡5条6丁目4番20号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川緑が丘店 旭川市緑が丘東3条1丁目3番3号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川神楽5条店 旭川市神楽5条12丁目11番20号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　神楽店 旭川市神楽5条9丁目2-27
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　末広1条店 旭川市末広1条4丁目1番5号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川春光台店 旭川市春光台3条4丁目6番3号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　大町店 旭川市大町2条14丁目92-56
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川末広北店 旭川市末広1条10丁目1番20号



飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　旭川大町3条店 旭川市大町3条5丁目2397-18
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　末広5条店 旭川市末広5条1丁目2番1
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　春光5条店 旭川市春光5条4丁目8番12号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　春光1条店 旭川市春光1条9丁目19番6号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　緑町店 旭川市緑町18丁目3034番1
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ　近文店 旭川市北門町14丁目2144番地129
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン製造　販売店 せせらぎ通りのパン屋さん　パンドール 旭川市永山7条7丁目4-1
飲食料品小売業 5211 米麦卸売業 米穀卸小売業 株式会社　稲田米穀店 旭川市8条通8丁目左7号
飲食料品小売業 5899 他に分類されない飲食料品小売業 味そ製造・販売 稲穂の会　屯田の里 旭川市永山町15丁目98番地
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川東鷹栖東1条店 旭川市東鷹栖東1条4丁目637-47
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブン-イレブン旭川東警察署前店 旭川市1条通25丁目489番地37号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブン-イレブン旭川豊岡1条店 旭川市豊岡1条2丁目4番19号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川8条十丁目店 旭川市8条通10丁目2191-6
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川豊岡8条店 旭川市豊岡8条2丁目1番22号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川西神楽北1条店 旭川市西神楽北1条2丁目230-2
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川神居2条店 旭川市神居2条14丁目2-13
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川永山十八丁目店 旭川市永山7条18丁目1-4
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川永山3条十七丁目店 旭川市永山3条17丁目2-1
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川教育大前店 旭川市旭町2条10丁目128-17
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川豊岡7条店 旭川市豊岡7条11丁目1-11
飲食料品小売業 5851 酒小売業 酒、たばこ、ギフト、小売業 ？わたなべ酒店 旭川市北門町13丁目2144-29
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川近文店 旭川市緑町15丁目2888-2
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川東光9条店 旭川市東光9条9丁目1-4
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川ツインハープ店 旭川市東光15条5丁目6-8
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川東光8丁目店 旭川市東光3条8丁目1-1
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 医療機器(ヘルストロン)、健康食品販売 ハグジュプラザ大町店 旭川市大町3条8丁目2397-60
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 医療機器(ヘルストロン)、健康食品販売 ハグジュプラザ千代田店 旭川市東光6条2丁目4-25
飲食料品小売業 5851 酒小売業 酒小売業 株式会社　山田屋 旭川市神楽3条4丁目4-15
飲食料品小売業 5821 野菜小売業 八百屋 有限会社　阿部商店 旭川市2条通5丁目左5号
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) ケーキ屋 アトリエ　ドゥ・クレーム 旭川市豊岡15条6丁目5番5号
飲食料品小売業 5896 米穀類小売業 米穀店 有限会社　一村米穀店　緑が丘店 旭川市神楽岡6条6丁目4番8号
飲食料品小売業 5896 米穀類小売業 米穀店 有限会社　一村米穀店　神楽本店 旭川市神楽5条3丁目2番9号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川永山北2条店 旭川市永山北2条11丁目16-5
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セイコーマート旭町店 旭川市旭町1条17丁目2985-26
飲食料品小売業 5899 他に分類されない飲食料品小売業 蜂蜜の販売 杉養蜂園イオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目2番5号1F
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 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
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 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
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川北彩都店 旭川市宮下通10丁目1271
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川神居4条店 旭川市神居4条11丁目5-14
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 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
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン東旭川店 旭川市東旭川北1条3丁目1番25号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川豊岡14条店 旭川市豊岡14条6丁目7-5
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川豊岡7条三丁目店 旭川市豊岡7条3丁4-8
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 ドラッグストア ツルハドラッグ旭川7条店 旭川市7条通18丁目92-9
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 韓国食材販売 韓の台所 旭川市5条通7丁目ルーベデンス5条1階
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子 クリーマリー農夢MilkBar野の花菓子店 旭川市神居町上雨紛539-9
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子､和菓子小売 ショートケーキ　前川菓子店 旭川市東光4条1丁目3番12号
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン製造･小売 愛家 旭川市宮下通18丁目768-1
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブン-イレブン旭川南5条店 旭川市南5条通26丁目504番地
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン製造･販売 幻のパン　パパラギ 旭川市台場1条6丁目5番16号
飲食料品小売業 5821 野菜小売業 トマト・米・野菜の販売及び軽食・ドリンクの提供 谷口農場直売店＆cafe　まっかなトマト 旭川市東旭川共栄255番地
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川永山6条四丁目店 旭川市永山6条4丁目10番12号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川永山十二丁目店 旭川市永山7条12丁目5番2号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川緑ヶ丘東店 旭川市緑が丘東4条2丁目1番15号
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア ローソン旭川春光台店 旭川市春光台3条1丁目1-1
飲食料品小売業 5822 果実小売業 フレッシュフルーツ・ドライフルーツ販売店 クルマルシェ 旭川市5条通17丁目1329-23
飲食料品小売業 5821 野菜小売業 八百屋・果物屋 有限会社　丸一柿崎商店 旭川市3条通14丁目左10
飲食料品小売業 5223 乾物卸売業 海苔の卸売 （有）　吉田海苔店 旭川市豊岡7条3丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 食糧雑貨店 five　moon 旭川市末広1条4丁目1-29
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン　旭川永山2条店 旭川市永山2条6丁目1-27
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア 旭川セブンイレブン　豊岡13条店 旭川市豊岡13条4丁目1-1
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビ二エンスストア セブンイレブン旭川神居3条店 旭川市神居3条3丁目1番2号
飲食料品小売業 5851 酒小売業 酒屋 酒々　おがわ 旭川市6条西4丁目1番22号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 土産販売(菓子、雑貨、酒類、乾物の販売） 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番28
飲食料品小売業 5851 酒小売業 酒小売業 地酒のまるしん商店 旭川市春光台3条4丁目1-13
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 菓子製造販売 ビアードパパの作りたて工房　イオンモール旭川駅前 旭川市宮下通7丁目2-5イオンモール旭川駅前1F
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 菓子製造販売 ビアードパパの作りたて工房　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
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン屋 旭山動物園くらぶ　パン小屋 旭川市東旭川町倉沼　旭山動物園内
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン,その他販売店 古伊万里 旭川市豊岡3条3丁目
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品、雑貨店 菊地商店 旭川市末広3条1丁目1-7
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア 販売、接客 セブンイレブン　旭川永山6条店 旭川市永山6条3丁目1-1
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア 販売、接客 セブンイレブン　旭川永山7条店 旭川市永山7条14丁目2-2
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブン-イレブン　旭川新富2条店 旭川市新富2条1丁目11-17
飲食料品小売業 5831 食肉小売(卵、鶏肉を除く) 食肉販売　(小売) エルムの山麓 旭川市1条通8丁目108番地　（フィール旭川B1F）
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブン-イレブン旭川旭町2条店 旭川市旭町2条3丁目11番地の2
飲食料品小売業 5229 その他の食料・飲料卸売業 氷とドライアイスの販売 武田商店　株式会社 旭川市2条通2丁目1980-2
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン　旭川3条7丁目店 旭川市3条通7丁目425-1
飲食料品小売業 5831 食肉小売(卵、鶏肉を除く) 精肉店 肉のにしやま 旭川市大雪通7丁目504
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビミエンスストア セブン-イレブン旭川5条19丁目店 旭川市5条19丁目1717番140
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン旭川永山7丁目店 旭川市永山7条7丁目2番1号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット 生活協同組合　コープさっぽろ　神楽店 旭川市神楽4条5丁目1番22号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット 生活協同組合　コープさっぽろ　忠和店 旭川市忠和5条8丁目1-21
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット 生活協同組合　コープさっぽろ　東光店 旭川市豊岡1条5丁目1-5
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット 生活協同組合　コープさっぽろ　ツインハープ店 旭川市旭神3条5丁目1-6
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット 生活協同組合　コープさっぽろ　シーナ店 旭川市永山3条15丁目1-7
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 スーパーマーケット 生活協同組合　コープさっぽろ　春光店 旭川市末広4条1丁目452番地
飲食料品小売業 5851 酒小売業 酒、食料品、クスリ小売業 有限会社　はとや 旭川市4条通24丁目左10号
飲食料品小売業 5899 他に分類されない飲食料品小売業 舶来雑貨（食品を含む）洋品販売 インポートおしゃれ雑貨ローザ 旭川市豊岡5条7丁目1-4



飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン製造　販売 丘の上のパン酵房 旭川市旭岡6丁目6-34
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子の製造販売 カトルカール 旭川市豊岡5条4丁目3-2
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン屋 NARUぱん 旭川市忠和1条2丁目1-26
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 菓子販売業 パティスリーEST 旭川市西御料4条3丁目1-20
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン屋 パン屋さん　ファブリカ 旭川市東3条1丁目2番8号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店 テックランド旭川大雪通店 旭川市大雪通2丁目484番3
飲食料品小売業 5895 料理品小売業 持ち帰り弁当屋 Green　Breeze　千花 旭川市東旭川町豊田1番地2
飲食料品小売業 5224 菓子・パン類卸売業 パン屋・喫茶 duble 旭川市7条通1丁目1485-1054
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子 パティスリーサロンドール 旭川市1条通7丁目43アッシュビルBF
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア コンビニエンスストア セブンイレブン　旭川末広東1条店 旭川市末広東1条5丁目273-5
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン屋 小麦工房　maman 旭川市東光11条3丁目3番26号
飲食料品小売業 5841 鮮魚小売業 魚介類･惣菜販売 海や 旭川市川端7条10丁目1番51号
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン屋 ホルン　北採都店 旭川市南6条通18丁目
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) ベーカリーショップ（パンの販売） ベーカリーショップあかしあ 旭川市末広2条13丁目6番17号
飲食料品小売業 5899 他に分類されない飲食料品小売業 みそ・手作り加工品販売 「未ちゃん家」 旭川市東旭川町旭正409
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 洋菓子店 amie　cobo　末広店 旭川市末広1条2丁目7-7
飲食料品小売業 5225 飲料卸売業 アイスクリクリーム又はドリンク類販売 サーティワンアイスクリーム　イオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目2番5号イオンモール旭川駅前内1階フードコート

飲食料品小売業 5225 飲料卸売業 アイスクリクリーム又はドリンク類販売 サーティワンアイスクリーム　イトーヨーカドー店 旭川市6条通14丁目イトーヨーカドー旭川店B1F
飲食料品小売業 5225 飲料卸売業 アイスクリクリーム又はドリンク類販売 サーティワンアイスクリーム　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内2階フードコート

飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 青果,食料品販売 アミューズマーケット神楽岡プラタナス通り店 旭川市神楽岡5条4丁目1-8
飲食料品小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 餅・菓子販売 一久大福堂旭川本店 旭川市旭町2条3丁目11番地の103
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 薬局　健康食品販売 くどう薬局 旭川市3条通2丁目左8号
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 化粧品　健康食品販売 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
飲食料品小売業 5811 各種食料品小売業 化粧品　健康食品販売 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　　
飲食料品小売業 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) パン・お菓子の販売及びカフェの営業 天然酵母パンとカフェの店　ループ 旭川市東旭川町下兵村388番地
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア その他飲食料品小売業 大西病院グリーンリーブスモール 旭川市4条通11丁目右3号大西病院内
飲食料品小売業 5891 コンビニエンスストア その他飲食料品小売業 グリーンリーブスモール旭川医療センター内売店 旭川市花咲町7丁目4048独立行政法人国立病院機構旭川医療センター

飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カラオケバー ダーティ・オールド・マン 旭川市4条通7丁目つつじプラザビル1F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば そば源　末広店 旭川市末広東1条10丁目1番1号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カクテルバー 2001　Bar　Moonlight 旭川市4条通7丁目923番2第3米澤ビル地下1階
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店 氷点ラウンジ 旭川市神楽7条8丁目2番15号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼き鳥 焼き鳥えびす 旭川市4条西4丁目1番13号
飲食店 7631 そば・うどん店 そば・うどん店 sobaya　備中 旭川市豊岡12条3丁目2-12
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん門月かかか 旭川市大町2条6丁目21-73
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 旭川ラーメン　さいじょう本店 旭川市春光1条8丁目2-18
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 旭川ラーメンさいじょうラーメン村店 旭川市永山11条4丁目パワーズ内
飲食店 7623 中華料理店 中国料理店 中国料理　天壇 旭川市4条通13丁目1429
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋，焼鳥屋 串処　えびす 旭川市永山3条20丁目5-2
飲食店 7629 その他の専門料理店 洋食一般 洋食屋 旭川市8条通7丁目2363
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 Mjuk 旭川市緑が丘3条3丁目1-12
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック Snack　Ray 旭川市4条通7丁目右3号第3ヨネザワビル4階
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 お持ち帰り弁当 とり丸亭 旭川市永山4条10丁目1-17
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 十仁角 旭川市6条通7丁目31の16
飲食店 7651 酒場，ビヤホール たい焼き販売，酒・料理の提供 たいやき倶楽部 旭川市宮下通7丁目　駅前ビル地下
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック咲月 旭川市3条通6丁目右7号珍平ビル5階
飲食店 7621 日本料理店 すき焼き・しゃぶしゃぶ店 万彩 旭川市3条通7丁目左1号
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 旭川大吉ラーメン 旭川市北門町14丁目2145-72
飲食店 7699 他に分類されない飲食店 その他の飲食店 パンカフェ　ペティ 旭川市8条通20丁目1959番地の90
飲食店 7631 そば・うどん店 そば店 手打そば　正月庵 旭川市忠和3条6丁目2-22
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カラオケ，スナックバー カラオケスナック夢愛 旭川市春光1条7丁目2-47
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　一茶 旭川市緑が丘3条3丁目1番13号グリーンプラザ1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ライヴが見れるバー ラバーソウル 旭川市4条通7丁目つつじプラザビルBF
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン 熊ッ子ラーメン東旭川店 旭川市東旭川町上兵村452-2
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋、焼鳥屋 鳥こう 旭川市春光5条9丁目1-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭川医科大学病院食堂レストランななかまど 旭川市緑が丘東2条1丁目
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭山動物園中央食堂 旭川市東旭川町倉沼
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 第二庁舎食堂 旭川市7条通10丁目
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭川医療センター「レストランはなさき」 旭川市花咲町7丁目
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭川地方合同庁舎「レストラン北彩都」 旭川市宮前1条3丁目3番15号
飲食店 7611 食堂，レストラン － 旭川医科大学食堂 旭川市緑が丘東2条1丁目
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー BOMBO　YARD 旭川市3条通7丁目つかさビルBF
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 味よし　喰楽部 旭川市5条通7丁目1187番地
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 神楽食堂 旭川市神楽4条11丁目4番18号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー 銘酒バーかくべえ 旭川市3条通6丁目965番地珍平ビル5階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー Shout　D．bar 旭川市3条通6丁目右1号ユニバーサルビル1F　Shout　D．bar

飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋ななつぼし 旭川市3条通7丁目（2・3仲）トーエービル地下
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 北海道クミアイ自動車学校食堂 旭川市永山北3条8丁目182-1
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 水晶焼肉木天蓼 旭川市6条通7丁目ルーベデンス6条1F
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店 ブタハット食堂 旭川市2条通11丁目右8号
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 解放区 旭川市豊岡9条5丁目3-17
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 小料理 小料理　きおん 旭川市3条通14丁目神楽坂ビル4F　
飲食店 7621 日本料理店 鳥料理店 鳥料理　小野木 旭川市東旭川北1の6　10-27
飲食店 7621 日本料理店 沖縄料理 琉球祭古酒屋 旭川市4条7丁目4，7ビル1F
飲食店 7611 食堂，レストラン カレー屋 カレーハウスCoCo　壱番屋旭川神居店 旭川市神居2条1丁目1番2号
飲食店 7641 すし店 すし屋 誠鮨 旭川市末広1条3丁目4-5
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　井奈屋 旭川市7条通8丁目右4号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 焼や 旭川市東旭川北1条5丁目8-20
飲食店 7641 すし店 和食店 鈴本 旭川市豊岡4条5丁目10-16
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 赤ちょうちんえんやーどっとcom 旭川市1条通7丁目45-1　プレミアホテルキャビン旭川1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー スナック　miina 旭川市3条通6丁目965-2　M-BOXビル4階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー Acoustic　Live　Bar　7　BOX 旭川市3条通6丁目　M　BOXビル　7階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　つがる 旭川市3条通6丁目アークシティビル6F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー うたい処　優＆you 旭川市3条通7丁目ソシアルビル4F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 ヤキトリ　ツヨシ神楽岡店 旭川市神楽岡6条6丁目3-1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック TIARA　LAPIN 旭川市3条通6丁目ウンダムビル7F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック ラウンジ　Tiara 旭川市3条通6丁目アークシティ3・6ビル4F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 おばんざい　たりき 旭川市5条通7丁目右6号2F
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン COFFEE＆FOOD　SWAN 旭川市豊岡11条1丁目2-6



飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック恋紀 旭川市3条14丁目神楽坂ビル5F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　手のひら 旭川市3条通7丁目左1・2・3号ヨネザワセブンビル3階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 つぼ八永山店 旭川市永山6条4丁目
飲食店 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 お好み焼き店 粉もんず豊岡本店 旭川市豊岡4条8丁目2-27
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 粉もんず2条昭和通り店 旭川市2条通6丁目エンドレス2・61F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック すなっく一夜優　 旭川市3条通6丁目アークシティビル4F
飲食店 7621 日本料理店 とんかつ専門店 あさひ川井泉2条店 旭川市2条通7丁目右5号
飲食店 7621 日本料理店 とんかつ専門店 あさひ川井泉イオンモール旭川駅前4Fレストラン街 旭川市宮下通7丁目右5号
飲食店 7621 日本料理店 とんかつ専門店 かつ伴旭神店 旭川市旭神2条5丁目7-25
飲食店 7621 日本料理店 会席料理 櫂　凜 旭川市8条通7丁目34-12
飲食店 7625 焼肉店 焼き肉・しゃぶしゃぶ屋 焼き処　勝ちゃん 旭川市豊岡4条5丁目2-6
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　貴あじ 旭川市3条通7丁目左6号セブンビル2F
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 ハルニレカフェ 旭川市7条通8丁目39-16
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 旅籠 旭川市5条通7丁目5・7小路ふらりーと
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　千寿 旭川市春光町10番地イオン旭川春光店1F　　　
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ 飲食サービス業 スナック　妃生 旭川市豊岡8条5丁目6番2号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ワインバー Epernay 旭川市3条通6丁目右10号カワイビル4F
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン営業 レストランハレル 旭川市1条通7丁目
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 酒房　ぎおん 旭川市豊岡13条8丁目1の6
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 秀 旭川市宮下通7丁目　駅前ビル地下
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 立ち呑み処　ゆきちゃん 旭川市宮下通7丁目　駅前ビルBF
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 喫茶＆ギャラリー　鳩時計 旭川市宮下通7丁目　駅前ビルB1　
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 パンドラの厘 旭川市3条通5丁目　マルタビルBF
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　おのでら 旭川市3条通5丁目右3　マルタビルBF
飲食店 7625 焼肉店 焼肉屋 やきにく雅々 旭川市豊岡11条5丁目4-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 洋食 氣くらしレストラン 旭川市春光5条4丁目4-10
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 そば茶屋　季（みのり） 旭川市神楽岡12条7丁目1番1号
飲食店 7641 すし店 すし屋 松寿司 旭川市緑が丘3条3丁目3丁目プラザ
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らあめん吉法師 旭川市豊岡4条6丁目12番3号
飲食店 7631 そば・うどん店 そば店 そば処　吉倉屋 旭川市東旭川北1-5　1-23
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 カフェ　クオーレ 旭川市東旭川南1条7丁目2-13
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　恭子 旭川市3条通6丁目本通り右9号スズラン小路1F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば屋ふく徳 旭川市4条西1丁目2-5
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 軽食喫茶「由希」 旭川市神居3条8丁目1-6
飲食店 7611 食堂，レストラン ラーメンをメインとした食堂 京楽食堂（らーめんや　京楽） 旭川市大雪通4丁目491番地10
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 クレープ･ソフトクリーム販売 ふぁいぶすりー 旭川市豊岡4条1丁目3番15号
飲食店 7621 日本料理店 割烹料理店　天ぷら料理店 和食庭園　小城 旭川市神楽1条8丁目2番10号
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　まつ庵 旭川市3条通6丁目686番地
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店　 焼肉　大晶園 旭川市3条通14丁目　神楽坂ビル1F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 熊っ子ラーメン　東光店 旭川市東光7条7丁目1の16
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 直営魚問屋 旭川市3条通7丁目1-2　ヨネザワセブンビル1F
飲食店 7629 その他の専門料理店 石焼料理専門店 石焼すてーき　菊膳 旭川市3条通7丁目　bieLuビル3F
飲食店 7629 その他の専門料理店 鉄板料理専門店 鉄板ステーキ　KIKUZEN 旭川市1条通7丁目　bieLuビル4F
飲食店 7671 喫茶店 軽食･飲食･コーヒー店 軽食喫茶　セカンド 旭川市永山1条2丁目3-21秋月ビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ － ラ・ララ 旭川市豊岡2条3丁目3-15
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ 飲食品供給 スナック　風 旭川市3条通7丁目トーエービル3F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　ゆみちゃん 旭川市2条通5丁目左9号　有楽町ビル2F
飲食店 7624 ラーメン店 ﾗｰﾒﾝ等の提供 光林坊　どうぶつえん通り店 旭川市東旭川北1条1丁目1番27号
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　一作 旭川市北門町15丁目2159
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ 接待をともなう飲食店 スナックみちこ 旭川市3条通6丁目珍平ビル3F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 和食道　きむら 旭川市豊岡4条8丁目
飲食店 7641 すし店 すし屋 岩城寿し 旭川市神居1条10丁目2番6号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 肴や　旨い道 旭川市東光11条3丁目4番17号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋　飲食店供給 居酒屋　鳥丁 旭川市3条通5丁目右1号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック マカティ 旭川市3条通6丁目仲通り　ヨシタケユニオンビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　J＆B 旭川市3条通14丁目　銀座タウンビル1F
飲食店 7625 焼肉店 焼き肉店 焼き肉　大昌園 旭川市北門町11丁目2930
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 サリーのトマト 旭川市7条通6丁目　ロジェ7．6ビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 キツネの卵 旭川市3条通6丁目　3．4仲通　第2ヨネザワビル1F
飲食店 7671 喫茶店 茶・コーヒー・喫茶店 前川茶舗　コーヒーショップマルサ 旭川市5条通8丁目右1号
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 喫茶　フリ-タイム 旭川市東光3条6丁目4番3号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 和の粋　創舎　谷 旭川市春光4条9丁目9-14
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 花束 旭川市3条通6丁目左8号3条ビル地下
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 旭川ラーメン　いし田 旭川市永山11条4丁目　ラーメン村内
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 味の三平　豊岡店 旭川市豊岡2条1丁目1-32
飲食店 7641 すし店 寿司屋 千成寿司 旭川市豊岡6条4丁目5番8号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　奏 旭川市4条通6丁目ヨシタケ5号3F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 またき亭 旭川市3条通6丁目左1号吉竹1号館地下
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 焼き鳥たけやま 旭川市永山7条13丁目9-12
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 しろふくろう東光店 旭川市東光7条4丁目3番23号シティスクエアビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ぢま弁 旭川市豊岡15条7丁目4-1あたごコーポ1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　クレージュ 旭川市3条通6丁目965番地珍平ビル6F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナックなかじま 旭川市3条通7丁目ヨネザワビル3F
飲食店 7641 すし店 すしと天ぷら飲食店 鮨天ぷら　松もり 旭川市緑町16丁目3059-6みどりハイツ-16／1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 四つ葉のクローバー 旭川市5条通7丁目520番地第2コアビルBF
飲食店 7621 日本料理店 てんぷら料理店 てんぷら五感 旭川市4条通6丁目パリ街
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 炭焼　鳥てつ 旭川市忠和4条6丁目1-13
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 炭火鶏屋　とり直 旭川市神楽岡15条4丁目3-6
飲食店 7641 すし店 すし，うなぎ他 鮨　花緒 旭川市旭神3条3丁目3-8
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 萬屋　旭川店 旭川市2条通8丁目569-1佐々木ビルBF
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ビストロ　竈 旭川市3条通6丁目ヨシタケ6号館1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック サロンR＆A 旭川市3条通6丁目吉竹6号館6F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック澄 旭川市東6条1丁目3番9号
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン専門店 梅光軒　末広店 旭川市末広東1条4丁目1-22
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カフェバー Chiffon 旭川市3条通6丁目右9号　すずらんビル2階
飲食店 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 たこやき屋 かつたこ 旭川市豊岡12条7丁目ウィズビル1F-A
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉　慶州 旭川市5条通8丁目右4号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー BAR　Grandir 旭川市4条通7丁目つつじプラザビル1F



飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン レストラン　エスペリオ 旭川市東旭川町上兵村240番地の8
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂、定食屋、大衆食堂 おふくろ食堂 旭川市宮下通7丁目3897番地　駅前ビル1F
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店 生活の丘　Life　hills　market 旭川市大雪通6丁目1899番地の10
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 紅茶の店ライフラプサン 旭川市東光1条3丁目1-5
飲食店 7721 配達飲食サービス業 － まごころ弁当　旭川本店 旭川市緑が丘3条3丁目1-4緑が丘中央ストア2階
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン 洋食屋くぅふく倉庫 旭川市神楽2条8丁目1-12
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー カフェ＆ライブバーグッド楽 旭川市3条通14丁目　越智銀座通館2F　
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭川市役所食堂 旭川市6条通9丁目（旭川市役所地下）
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 喫茶ひだまり 旭川市7条通8丁目38番地の4
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭川中央警察食堂　 旭川日6条通10丁目（中央警察署地下）
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭川東警察署食堂 旭川市1条通25丁目（東警察署1階）
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 北海道電力食堂 旭川市4条通12丁目（北電旭川支社地下）
飲食店 7641 すし店 すし店 寿し処あおやま 旭川市永山3条3丁目2-3
飲食店 7671 喫茶店 飲食品供給 喫茶　一の樹 旭川市宮下通7丁目　駅前ビル地下
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 大衆酒場 cucina　primo 旭川市3条通6丁目　石黒ビル2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 大衆酒場 くろもんじ 旭川市3条通6丁目　石黒ビル4F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　レノマ 旭川市3条通6丁目　石黒ビル6F
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 オステリア　アルベロ 旭川市高砂台2丁目1-126-1
飲食店 7671 喫茶店 カフェ WHITE　BASE　CAFE 旭川市北門町9丁目2654-11
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ？せきぐち 旭川市2条通7丁目プラネット2・7ビル2F
飲食店 7671 喫茶店 カフェ BEATRICE 旭川市4条通7丁目793-1　旭川トラストビル1F
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 肉の匠　伊とう 旭川市神楽岡5条5丁目11番21号
飲食店 7671 喫茶店 カフェ カフェ　マグノリア 旭川市旭神2条1丁目2-3
飲食店 7671 喫茶店 カフェ モリヒコ緑が丘テラス 旭川市緑が丘東2条1丁目1-7
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　海猫 旭川市3条通6丁目　吉竹6号館3F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　花の木 旭川市3条通6丁目　珍平ビル3F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 パン酵房ナチュール＋cafe 旭川市神楽2条11丁目2-16
飲食店 7611 食堂，レストラン カフェ・レストラン ラ・ターブル 旭川市豊岡6条3丁目3-9
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナックルート 旭川市3条通6丁目415番2　アークシティ3・6ビル4階
飲食店 7671 喫茶店 カフェ Cafe　Sumile 旭川市3条通6丁目965-1珍平ビル1階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 古都 旭川市3条通6丁目ヨシタケビル4階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 食彩　味三味 旭川市4条通7丁目753番地の5
飲食店 7671 喫茶店 カフェ Chase 旭川市4条通7丁目1543-1　4．7ビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー Dual 旭川市4条通8丁目　アピスビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　馬車 旭川市西神楽南1条2丁目
飲食店 7641 すし店 すし屋 一寿し 旭川市豊岡4条6丁目11番9号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 鳥とん 旭川市豊岡4条5丁目9-3
飲食店 7651 酒場，ビヤホール ビアレストラン 大雪地ビール館 旭川市宮下通11丁目1604番地の1
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 ZOO　キッチンCo・Co・Lo 旭川市東旭川町倉沼　旭川市あさひやまどうぶつえん
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナックローヤル容子 旭川市4条通6丁目プラネットビル8F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー Bar　PASSage 旭川市3条通6丁目3・6センタービル2F
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 PIZZA　GG 旭川市東光12条3丁目5-1
飲食店 7621 日本料理店 日本料理店(居酒屋) 北の造り処　まとりや小五郎 旭川市2条通6丁目68-3
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 旭川やきとり　ism 旭川市3条通6丁目右10号　ステップファーストビルBF
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 ジュンドックのピジョン館 旭川市東光11条2丁目4-22
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー 音楽創造館　KEN 旭川市3条通6丁目右9号　すずらんビル3階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー サウンドハウス　ロコモーション 旭川市3条通6丁目M・BOXビル2F
飲食店 7641 すし店 すし屋 こばちゃん寿し 旭川市4条通5丁目右10号　マルヤマ薬局BF
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 持ち帰り弁当や Raan　Ako 旭川市末広1条4丁目4-9
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉もも太郎 旭川市旭町2条5丁目
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 味のありこま 旭川市東光3条6丁目4番21号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー スナック　キャビン 旭川市2条通6丁目第3しんえいビル
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 （有）カフェ．ド．ライフ 旭川市東光19条7丁目2-5
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ききょう屋 旭川市2条通5丁目740-4
飲食店 7629 その他の専門料理店 ステーキ料理店 ステーキ道場　本店 旭川市2条通7丁目ヨシタケビル2号館1F
飲食店 7629 その他の専門料理店 ステーキ料理店 ステーキ道場　道の駅店 旭川市神楽4条6丁目1-12フードコート内
飲食店 7629 その他の専門料理店 ステーキ料理店 ステーキ道場　4条店 旭川市4条通23丁目5-6
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ラーメン　めん丸 旭川市川端町7条10丁目ウエスタン川端店内
飲食店 7629 その他の専門料理店 西洋料理店 ビストロ　クニ 旭川市東光8条7丁目1-16
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 いってつ庵　ラーメン村 旭川市永山11条4丁目パワーズ内
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー SONGS　BAR　M＇s 旭川市3条通5丁目左10前田ビル2F
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン Restaurantとまと 旭川市1条通6丁目スマイルホテル旭川1F
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン（一般･社員食堂） Restaurantとまと 旭川市1条通24丁目厚生病院地下
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー BarBROWN 旭川市1条通7丁目プレミアホテル-CABIN-旭川14階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー バー　ゲット 旭川市3条通6丁目415番1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー ESTRELLA 旭川市3条通7丁目トーエービル3F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店（軽食含、珈琲豆小売） ビーブラウン 旭川市神楽3条4丁目4-11
飲食店 7611 食堂，レストラン カフェレストラン 旭川珈琲カフェ・ドゥ・コリンズ 旭川市1条通7丁目43-40　アッシュビルB1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー 華 旭川市3条通6丁目　珍平ビル5階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック カラオケスナック　めぐりあい 旭川市3条通6丁目右7号　珍平ビル6F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック カラオケスナック　さくら 旭川市本町3丁目
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 焼鳥ティピ　 旭川市永山7条7丁目1番13号　
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店 みんなのカフェ銀座 旭川市3条通15丁目銀ビル1F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば源　神居店 旭川市神居3条21丁目60番地の130
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ワインバー ビュゼ 旭川市3条通6丁目519番地　松木ビル3F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー sono 旭川市4条通6丁目1446番地港ビル1F
飲食店 7671 喫茶店 テイクアウトコーヒーなど COFFEE　STAND　ソライロ 旭川市1条通6丁目78-1　クリスタルビル1F
飲食店 7671 喫茶店 カフェ GARDEN　CAFE　ソライロ 旭川市1条通6丁目78-1クリスタルビル7F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カラオケスナックバー ナイトパブ101 旭川市3条通7丁目　ヨシタケエルムビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　亜耶 旭川市神居7条7丁目2-1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　せんや 旭川市5条通7丁目右1号
飲食店 7671 喫茶店 カフェ Cafe　　sunao 旭川市4条通15丁目823-8
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ふくろう亭 旭川市5条7丁目1187-9
飲食店 7621 日本料理店 和食料理 蕎麦雪屋 旭川市3条通7丁目谷内写真館ビル1階
飲食店 7621 日本料理店 和食料理 弐乃雪屋 旭川市3条通8丁目1293番地1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　　恋泥棒 旭川市3条通6丁目　珍平ビル2F
飲食店 7611 食堂，レストラン 季節料理店 季節の料理と鉄板焼き　ぐるり 旭川市3条通8丁目ホテルカンダ1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ダーツバー HIJACK 旭川市3条通6丁目415-1ウインダムビルB1F



飲食店 7621 日本料理店 ちゃんこ鍋店 ちゃんこ　名力士 旭川市永山5条5丁目1-15
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉のかんの 旭川市東旭川北1条5丁目9-12
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 独酌三四郎 旭川市2条通5丁目左7号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ （スナック）飲食店営業 スナック　ハーパー 旭川市東光4条4丁目1-43
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 かつぎ屋 旭川市4条通8丁目　関東ビル2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 つぼ八ツインハープ店 旭川市旭神3条5丁目2-9
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 名もないラーメン屋 旭川市豊岡14条7丁目5-19
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 笑場庵 旭川市宮前1条4丁目12番35号
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめんや天金　ラーメン村店 旭川市永山11条4丁目119-48　あさひかわラーメン村
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめんや天金　4条店 旭川市4条通9丁目1704-31
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 センター食堂 旭川市永山北4条6丁目3-56
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 アラビゴ買物公園店 旭川市3条通7丁目左8号　金子ビル地下
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 リストランテ・フォレスタ・ヴェルデ 旭川市高砂台1丁目2-1
飲食店 7671 喫茶店 カフェ ファリーナ／カフェプレジール 旭川市高砂台1丁目2-1
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 よし乃　道の駅店 旭川市神楽4条6丁目1番12号
飲食店 7621 日本料理店 とんかつ料理店 四季の味　北の家 旭川市永山3条19丁目1-10
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ すなっく すなっく雪女 旭川市4条通6丁目右5号　ヨシタケビル5号館3F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー BIBIAN 旭川市3条通6丁目　吉竹ビル7号館3F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 カフェ　花みずき　　 旭川市2条通3丁目142番地の2
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー フォーエバー・フィーバー 旭川市4条通6丁目　プリコタワーⅡビル5階
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 ほるもんと鉄板焼　西萬 旭川市3条通15丁目819-3　ニチエイビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　ピュア 旭川市4条通7丁目右5号クロスビル6F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 楽いち 旭川市3条通6丁目　ヨシタケユニオンビル2F
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉コプちゃん 旭川市緑が丘3条3丁目　信託ビル1F
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー専門店 カレーハウス　アンクルペパリー 旭川市1条通22丁目1974番地
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カクテルバー，オーセンティックバー BAR　UNKNOWN 旭川市3条通6丁目331-1　ヨシタケビル7号館3階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 こま弦 旭川市4条通8丁目1705-3ヒサ・コーポレーション1F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 喫茶もりい 旭川市宮下通7丁目駅前ビル地下
飲食店 7621 日本料理店 割ぽう料理 四季彩　葉月 旭川市1条通7丁目エンドレス17／1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 一途屋 旭川市5条通8丁目1703-40
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 ソフトクリーム等販売 ALICE　CREAM 旭川市東光5条6丁目1-23
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック パブ・スナック・マリオ 旭川市豊岡4条6丁目10-6
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 焼鳥　みい舎 旭川市東2条3丁目3-1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　つみき 旭川市3条通6丁目吉竹ビル7号舘5F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 海鮮いろり　心や 旭川市3条通12丁目右1号
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー料理店 Aaha　nan／carri　bistro 旭川市新富2条1丁目14-13
飲食店 7625 焼肉店 焼肉屋 焼肉　千香園 旭川市新富2条2丁目
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ラーメンcafe　くさび 旭川市末広東3条6丁目3-9
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ラーメン専科　くさび　東鷹栖店 旭川市東鷹栖3条3丁目636-12
飲食店 7629 その他の専門料理店 インドカレー･ナンカレーの店 ビスターレ・ビスターレ 旭川市末広1条4丁目2番7
飲食店 7671 喫茶店 カフェ アートホテル旭川　1F北海道ブラッスリーリラ 旭川市7条通6丁目29番地2
飲食店 7611 食堂，レストラン ビュッフェレストラン アートホテル旭川　15F北海道スカイテラスMINORI 旭川市7条通6丁目29番地2
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉　瑞園 旭川市4条通5丁目左2号
飲食店 7641 すし店 会席・すし・出前・持ち帰り たきや寿司 旭川市東光11条4丁目4-25
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー GOSSIP　GIRL 旭川市3条通6丁目センタービル1階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 豚饅頭 旭川市3条通7丁目ソシアルビル6F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ナイトクラブ RIRIA 旭川市3条通6丁目415番2アークシティ3・6ビル5階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 美山　瑛子の店 旭川市東光4条3丁目2-13小林ビル2F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば店 そば源三番館店 旭川市3条通15丁目右1号三番館3F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば店 そば源忠和店 旭川市忠和5条7丁目5-20
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック らうんじ　結 旭川市3条通6丁目415の2アークシティ3・6ビル6F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 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
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 和心洋才　睦月 旭川市3条通8丁目1705-47
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 酒場　わや 旭川市2条通7丁目左1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 炭焼あぶりや一期一会 旭川市3条通6丁目アークヒルズビル4F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック すなっく忍の館 旭川市3条通6丁目吉竹ビル6号館2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 芝蘭 旭川市4条通6丁目吉竹3号館1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 蓮華 旭川市4条通6丁目ヨシタケビル3号2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール ブリティッシュパブ（スポーツバー） THE　BANK 旭川市3条通7丁目トーエー第2ビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 祐一郎商店 旭川市3条通7丁目ビルドビエルB1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 イタリアンバール臣 旭川市4条通7丁目662
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ パフェ・バー Awesome　Bar　TRANSIT 旭川市4条通7丁目ながさわビル2F
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン ENOTECA　IL　GENTILE 旭川市3条通8丁目1705番地60
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン GENTILEANNEX　ANTI 旭川市3条通8丁目3条ビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋スナック おうちごはん　美なみ 旭川市3条通6丁目ヨシタケユニオンビル地下
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック you 旭川市3条通6丁目ヨシタケ7号館5F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 新和食　町家 旭川市3条通7丁目エーワンビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 炉端　町家 旭川市3条通6丁目アークヒルズビル1F
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン Bistro　wine-ya 旭川市3条通7丁目ビエルビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック リップスティック 旭川市3条通6丁目ヨシタケ7号6F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 浜田屋 旭川市4条通6丁目右1号
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 たこ焼店 チェリー 旭川市春光台4条3丁目12-15
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　愛フレンド 旭川市末広1条1丁目1-2
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 Boon 旭川市緑が丘東5条2丁目7-7
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 体育館食堂 旭川市花咲町5丁目旭川市リアルター夢りんご体育館内
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック＆（アンド） 旭川市川端町4条8丁目4-13
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン販売 麺屋　麗和 旭川市神居3条11丁目太田ビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　エレクトラ 旭川市4条通6丁目　ヨシタケビル3号館2階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック セカンドストーリー　イン　エレクトラ 旭川市4条通6丁目　ヨシタケビル3号館3階
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店　パン菓子の製造販売 みらい 旭川市台場2条5丁目5-2
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 くつろぎ処　舞・ふれんど 旭川市末広5条1丁目2-17
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 西山軒支店 旭川市大町1条8丁目20-73
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック C-RUC 旭川市神楽岡5条5丁目1-22
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 麺処　つらら 旭川市豊岡5条2丁目1-7
飲食店 7631 そば・うどん店 そば、飲食店 そば源　曙本店 旭川市曙1条7丁目1番8号
飲食店 7629 その他の専門料理店 スパゲティ店 麦の粉 旭川市中常盤町2丁目1970-101
飲食店 7671 喫茶店 珈琲専門店 神田珈琲園　 旭川市9条通8丁目右1号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー 2ND　アップ 旭川市3条通6丁目　ウインダムビル7F



飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　樹和 旭川市3条通6丁目965番地1　珍平ビル3F
飲食店 7611 食堂，レストラン アメリカンダイナー Hap　CAFE＆BAR 旭川市豊岡4条5丁目2-6
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥居酒屋 備長炭串焼き　鳥すず 旭川市錦町14丁目2951-17
飲食店 7629 その他の専門料理店 西洋料理店(パスタ､カレーも含む) 洋食屋　シカレ 旭川市神楽4条6丁目1-15
飲食店 7625 焼肉店 焼肉屋 木の葉 旭川市神居1条10丁目2-8
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック イオ　クラシック 旭川市4条通6丁目右3号　ヨシタケビル3号館4F
飲食店 7621 日本料理店 ふぐ、かに、郷土料理等 日本料理　たま川 旭川市3条通5丁目左10号　
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック ラビリンス 旭川市3条通7丁目　セブンビル3F
飲食店 7621 日本料理店 カキ料理店 味処居酒屋　野はら 旭川市3条通6丁目左10号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　甘露庵 旭川市錦町11丁目3080-5
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 炉端のユーカラ 旭川市4条通7丁目662番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 焼き鳥　八丁目 旭川市2条通8丁目右10号　北洋2・8ビル1F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 もつそば信濃路 旭川市金星町1丁目
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　プレイメイト 旭川市3条通6丁目右6号
飲食店 7641 すし店 すし店 寿司久支店 旭川市永山7条3丁目3-4
飲食店 7624 ラーメン店 飲食店営業 特一番　3条店 旭川市3条通21丁目1973-38
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 横濱家系ラーメン武田家 旭川市3条通8丁目1705-30
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 横濱家系ラーメン織田家 旭川市永山3条10丁目2
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー屋 カレー屋　シンバ 旭川市南5条通26丁目504-95　グリーンハイツ藤B棟
飲食店 7641 すし店 すし店 すし丸 旭川市3条通6丁目右9号すずらんビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ パブ PUB　SPOT　LIGHT 旭川市3条通6丁目右10号ステップ1st5F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン屋 こぐまグループ旭川ラーメン　近文店 旭川市緑町12丁目2683
飲食店 7671 喫茶店 カフェ hifumi 旭川市5条通10丁目952朝日プラザ旭川5条通1F
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー専門店 クレイジースパイス 旭川市緑町19丁目2856番地
飲食店 7611 食堂，レストラン 動物園内での軽食・ドリンク・ソフトクリームの提供 あさひやまファームZOO 旭川市東旭川町倉沼11-18旭山動物園西門横
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カラオケ喫茶＆スナック カラオケ喫茶＆スナック誉 旭川市3条通6丁目第2つかさビル2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 海と大地のうまいもん　旬鮮かぐら 旭川市神楽3条12丁目1番2号
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉と韓国料理ソウル家 旭川市1条通20丁目1057
飲食店 7671 喫茶店 タピオカミルクティー等飲料製造販売 ゴンチャ　イオンモール旭川西店 旭川市緑町23-2161-3イオンモール旭川西2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　ふくろう 旭川市春光6条5丁目4-1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 備長炭焼き　鳥たつ 旭川市神楽岡6条5丁目1-1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー フォルテ　VIVA 旭川市3条通8丁目1705-49　3条ビル地下
飲食店 7699 他に分類されない飲食店 甘酒屋 糀　siro 旭川市末広4条10丁目4-12
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック night　oasis　瞬 旭川市3条通6丁目518番3-4　3．6センタービル
飲食店 7611 食堂，レストラン 定食屋 ほっとカフェ 旭川市東光7条2丁目2番5号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　槐 旭川市3条通6丁目左6号アークシティ3・6ビル3F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック Barbie 旭川市4条通7丁目右5号　クロスビル3F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒家　ごはん 旭川市3条通6丁目　第2すずらんビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 串揚げ　蓮 旭川市4条通7丁目586-2　つつじプラザビル2階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー Λucifer 旭川市2条通17丁目4083番地の4オール商店街2号館
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ワインバー ワインバー　ルイーズ 旭川市4条通6丁目614-1吉田ビル1F
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 クレープ屋・ソフトクリーム クリームスタジオ 旭川市春光町10番地イオン旭川春光店
飲食店 7629 その他の専門料理店 無国籍料理店 無国籍ダイナー　CHAM　CHAM　 旭川市2条通7丁目左7　2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　獅子豆 旭川市4条通8丁目1703番地5
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　クローバー 旭川市東4条11丁目3-12庄司ビル2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥居酒屋 やきとり　喜多良 旭川市南3条通24丁目101-34
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ごはんとお酒　ごちそうさん 旭川市豊岡5条2丁目1-3　2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋　焼鳥屋 焼き鳥とおばんざい　鳥忠 旭川市2条通2丁目276-3
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 ギャラリー　賀 旭川市旭町1条9丁目841
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ラーメン専門　ひまわり 旭川市大雪通3丁目特一ビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック あいあい 旭川市春光1条9丁目15-12
飲食店 7631 そば・うどん店 手打ちそば料理店 お蕎麦ば　八朔 旭川市豊岡12条4丁目3番3号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー Bar　LUSH 旭川市神居3条11丁目1-5太田ビル1F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば・居酒屋 辰蔵 旭川市豊岡9条5丁目3番18号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック すなっく茶々 旭川市大町2条3丁目5-154　2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール ダイニングバー Bar＆Dining　Baddy 旭川市3条通6丁目ウィンダムビルBF
飲食店 7621 日本料理店 うなぎ料理店 鰻・旬魚旬菜　柳光亭 旭川市3条通6丁目3・6センタービル1F
飲食店 7621 日本料理店 鳥料理店、うなぎ料理店、釜めし屋 梁山泊 旭川市3条通7丁目左4号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 料理屋　バンフ 旭川市東光5条7丁目3-20
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック、カラオケ すなっく　葉子 旭川市3条通6丁目すずらん小路2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック、カラオケ スナック　えつ子 旭川市3条通6丁目すずらん小路2F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 じゃずそば　放哉 旭川市6条通7丁目右1号エクセルAIビル
飲食店 7641 すし店 すし店 なにわ寿司 旭川市新富2条2丁目10-10
飲食店 7629 その他の専門料理店 無国籍料理店 居酒屋ダイニング　ポシェ 旭川市2条通7丁目左6号ヨシタケビル2号館1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー パブ　ピステ 旭川市4条通6丁目パリ街
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　ELENA 旭川市豊岡5条2丁目1-3
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん三日月 旭川市3条通22丁目1973番地　西屋ビル1階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　Dunhill 旭川市3条通6丁目　アークヒルズビル7階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 酔処　鮮味家 旭川市4条通6丁目　丸善ビル2F
飲食店 7629 その他の専門料理店 洋食店 sperare 旭川市4条通14丁目911-1　HRM　D号室
飲食店 7621 日本料理店 魚料理店　いろいろ 松前　ゆた佳　 旭川市3条通5丁目マルタビル地下
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋おふくろ 旭川市5条通8丁目左4
飲食店 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 たこ焼きバー おた兵衛 旭川市永山6条9丁目1-11
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 伊酒や　春木屋 旭川市神楽岡5条4丁目1-26　Kビル1F
飲食店 7671 喫茶店 ランチカフェ リゲルカフェ 旭川市末広5条8丁目1-14
飲食店 7629 その他の専門料理店 喫茶&スープカリー 喫茶＆スープカリーの店　ふわわ 旭川市3条通8丁目左6号　サンライズB2F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン専門店 旭川梅光軒 旭川市豊岡7条2丁目2-10
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ？み処喰い処　あいうえお 旭川市豊岡8条8丁目1-15
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 創作キッチン　JADE 旭川市1条通7丁目エンドレス17　1F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店･コーヒー豆販売･店内飲食提供 CAFE　DE　LEBEN 旭川市豊岡1条2丁目2-1
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉　銀鍵 旭川市3条通6丁目331-2
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 pasta＆bar　noi　luogo 旭川市4条通8丁目左3号　関東ビル3F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン屋 らーめん　なが山 旭川市永山7条13丁目1番1号セブンストリー1号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 からあげ居酒屋　とり粋 旭川市4条通7丁目右5号クロスビル1F
飲食店 7641 すし店 寿司店 寿司久　春光支店 旭川市春光4条8丁目10-27
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック PEARLY 旭川市3条通6丁目518-3　3・6センタービル4階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 飲食業 ちょい飲み餃子酒場やをら 旭川市3条通7丁目424番地1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 飲食業 餃子酒場やをら 旭川市春光3条9丁目3-15



飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 四季の厨　一幸 旭川市2条通7丁目244-1
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 テイクアウトフード 旭山動物園くらぶ　正門売店フード 旭川市東旭川町倉沼　旭山動物園内
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 テイクアウトフード 旭山動物園くらぶ　東門売店フード 旭川市東旭川町倉沼　旭山動物園内
飲食店 7671 喫茶店 音楽喫茶,カフェ,ライブハウス kazu＇cafe　なまら千春だ部屋ぁ 旭川市1条通7丁目2053-2　サンクレール401
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 大野英二の店　つどい 旭川市3条通7丁目左7ソシアルビル4階
飲食店 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 お好み焼店 お好み焼　関東 旭川市4条通8丁目左3号
飲食店 7671 喫茶店 珈琲,喫茶店(飲食店) 珈琲　古伊万里 旭川市豊岡3条3丁目
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スイーツバー pont　marie 旭川市3条通6丁目吉竹7号館1F
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン 洋食　やまねこ軒 旭川市流通団地2条2丁目
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 山頭火　本店 旭川市1条通8丁目348-6　MANNY　BLD　1F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 あさめし前田本舗 旭川市1条通8丁目348-3　よもぎビル1F
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン ココス　旭川永山店 旭川市永山7条5-1-19
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック すなっく　狐狸庵 旭川市3条通6丁目左9号ヨシタケビル7号館5F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー CANDY　STORE 旭川市4条通6丁目右3号ヨシタケビル3号館BF
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ナイトクラブ ラウンジ　陽和 旭川市3条通6丁目左4号アークヒルズビル6F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　季白 旭川市東旭川南1条5丁目8-7
飲食店 7621 日本料理店 郷土料理 小料理屋　楓 旭川市東4条11丁目3-12
飲食店 7611 食堂，レストラン 麺類、定食の食堂 ニコちゃん 旭川市3条通8丁目842-2　ホテルカンダ1F
飲食店 7671 喫茶店 カフェ＆バー カフェ＆バー　ポパイ 旭川市5条通17丁目4109-2-2オール商店街9号館
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　一源 旭川市東光13条6丁目
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 炭火焼肉　旭川ほるもん　七輪屋 旭川市5条通7丁目右6号
飲食店 7611 食堂，レストラン カフェレストラン Garden　cafe＆kitchen 旭川市東光10条1丁目3-12
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 炭火焼肉　すみ家 旭川市東光3条1丁目4-14
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 癒酒屋　嘉左ェ門 旭川市春光4条7丁目8-25／2F
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン びっくりドンキー　永山店 旭川市永山12条4丁目119-46
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン びっくりドンキー　神楽店 旭川市神楽4条7丁目1-40
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン びっくりドンキー　大町店 旭川市大町3条4丁目2397-9
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 へそまがり 旭川市旭町2条6丁目12-309
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 北の酔り処 旭川市5条通7丁目1278-3
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン バイキングレストラン　ファイブスター 旭川市豊岡14条8丁目3-6
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 羅亜～麺　加藤屋永山店 旭川市永山3条24丁目1-1
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 宮越屋　珈琲　旭川店 旭川市3条通7丁目418-1オクノ1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バル・バー Japanese　Bar　椛・おばん菜ばるMOMIJI 旭川市4条通6丁目右3号ヨシタケ3号館6階
飲食店 7623 中華料理店 中華料理店 北京楼菜館 旭川市7条通7丁目左7号
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店 ジュラシックバーガー 旭川市1条通9丁目左7
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー スナック花音 旭川市4条通7丁目右5号クロスビルBF
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 酒、つまみの提供 スナック　Violet 旭川市3条通14丁目1695-2　銀座タウンビル1階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 うたげ家　どんぐり 旭川市3条通7丁目左10号ヨシタケパークビル4階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 旬菜個室居酒屋　暁 旭川市3条通8丁目1705-26Aylitビル地下
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 瑞　zui 旭川市4条通6丁目404-3ヨシタケビル3号館4階
飲食店 7621 日本料理店 日本料理店 おかだ紅雪庭 旭川市5条通16丁目1099
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　竹乃家 旭川市春光台1条2丁目5番5号
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 オーディオカフェ　我風 旭川市末広4条9丁目10-8
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー料理店 香　屋 旭川市神楽岡5条6丁目3-10
飲食店 7629 その他の専門料理店 飲食店 イタリアンバール　臣　キッチンカー 旭川市4条通7丁目662
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガー製造・販売 モスバーガー　旭川東光店 旭川市東光8条1丁目226
飲食店 7671 喫茶店 カフェ ドトールコーヒーショップ　旭川買物公園通店 旭川市2条通7丁目左10号マルオービル
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン 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
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 ハートランド 旭川市緑が丘2条4丁目10-7
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店 お食事待夢 旭川市春光町無番地陸上自衛隊旭川駐屯地南厚生センター内

飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 Caffe＇　Bar　Lune　Lapin 旭川市8条通17丁目86-25
飲食店 7621 日本料理店 天ぷら、うなぎ、そば、生寿司 味処　義つね 旭川市神居2条18丁目2番17号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール ダイニングバー DINING　eight 旭川市4条通8丁目関東ビル2階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー V　BAR 旭川市4条通8丁目関東ビル地下1階
飲食店 7629 その他の専門料理店 エスニック料理店 ナーラック　アジアン　スープスタンド 旭川市永山2条2丁目5-4
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー cocktail　stand　MARIBU 旭川市4条通7丁目1543-5
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー スナック　You 旭川市東光3条4丁目SK-Vビル1F
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガーの製造･販売 モスバーガー旭川永山環状通り店 旭川市永山4条4丁目10-11
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガーの製造･販売 モスバーガーイオンモール旭川駅前店 旭川市宮下通7丁目2-25イオンモール旭川駅前1階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 飲食サービス業 居酒屋　びびび 旭川市永山7条8丁目5-14
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　連 旭川市3条通6丁目右2号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 自由奔放　さんぱち部 旭川市川端町4条10丁目3-3
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 自由奔放　焼き肉部 旭川市末広2条4丁目111-137
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 自由奔放　炭焼き部 旭川市豊岡12条1丁目1-8
飲食店 7651 酒場，ビヤホール バー JAGI 旭川市3条通6丁目左4　アークヒルズビル5階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥専門店 焼鳥専門　ぎんねこ 旭川市5条通7丁目右6号
飲食店 7631 そば・うどん店 そば処 そば処　花の家 旭川市宮下通7丁目2番5号イオンモール旭川駅前1F
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 炭火ホルモン　きくち家 旭川市4条通6丁目3-132　1F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 麺屋　かなを 旭川市5条西6丁目2-9
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 旭川らーめん　かすい 旭川市3条通7丁目ソシアルビル1階
飲食店 7623 中華料理店 中華料理店 中華料理　味道 旭川市末広2条4丁目8番1
飲食店 7623 中華料理店 中華料理店 台湾料理　味源 旭川市忠和5条8丁目2番16号
飲食店 7623 中華料理店 中華料理店 台湾料理　味源 旭川市南5条通26丁目504番地97号
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン 旭川ゴルフ倶楽部レストラン 旭川市神居町台場326番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　　草庵 旭川市2条通7丁目左1
飲食店 7629 その他の専門料理店 西洋料理店 Bistro　Cafe　Libro 旭川市神楽3条8丁目1-14
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　白川郷 旭川市3条通7丁目右2号豆源ビル1階
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 網焼き　丸文 旭川市3条通16丁目左1号ニッケンハイツ1F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 カフェ＆手作りケーキ　さくら 旭川市緑が丘南4条1丁目1番1号
飲食店 7611 食堂，レストラン 定食屋 向日葵 旭川市5条通9丁目左4
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 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4-1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー カクテルバー　M 旭川市3条通6丁目右1号
飲食店 7631 そば・うどん店 そば店 有限会社　そば菊 旭川市永山3条9丁目1番44号
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 アラビゴ珈琲店 旭川市忠和4条7丁目3番2号
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン フォレスト旭川カントリークラブ　レストラン 旭川市神居町上雨紛430番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 呑み喰い処　川松 旭川市4条通6丁目ヨシタケ5号館地下
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック snack　Ooja 旭川市永山1条20丁目5-12
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　うり坊 旭川市東光6条7丁目4-2



飲食店 7671 喫茶店 フルーツジュース販売 果汁工房果琳　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3階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　山さん 旭川市5条通7丁目5・7小路ふらりーと
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 玉やグループ　特一番 旭川市本町3丁目437-92
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 クレープ屋 ガレット＆クレープ　くれぴえ 旭川市3条通6丁目331-1ヨシタケビル7号館3F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー 麺Bar　雷 旭川市4条通6丁目丸善ビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック Can　-holo　i　mua- 旭川市3条通6丁目ヨネザワ第2ビル2F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン屋 旭川ラーメン　こぐまん 旭川市錦町15丁目2963-43
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 海鮮居酒屋 浜焼太郎旭川　3条通店 旭川市3条通7丁目左7ソシアルビル2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 串カツ居酒屋 ステーキ×串カツ　串カツじろ～ 旭川市3条通7丁目左7ソシアルビル5F
飲食店 7629 その他の専門料理店 韓国家庭料理店 コリアナ 旭川市2条通5丁目左1号740番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 炭火やき鳥　りょう 旭川市4条通8丁目エスタービルB1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 歌謡酒場 酒庵　栞 旭川市豊岡8条1丁目6-16
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　こういち 旭川市東光2条1丁目4-18
飲食店 7651 酒場，ビヤホール ダイニングバー カジュアルダイニング　206号室 旭川市3条通7丁目米澤第4ビル2F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶、リメイク商品販売 リサイクルブティック　茶房　葵 旭川市3条通5丁目右5号
飲食店 7629 その他の専門料理店 フランス料理店/ビストロ ビストロ　ポ・プーレ 旭川市4条通7丁目1543-5
飲食店 7671 喫茶店 カフェ AMERICAN　BOX 旭川市豊岡11条5丁目5-4
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン 有限会社　ファミリーレストラン　麦わらぼーし 旭川市西神楽2線24号459-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 駅ナカ食堂　なの花 旭川市宮下通8丁目3番1号旭川観光物産情報センター内
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック すなっく　久美 旭川市神楽3条4丁目4-16
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 移動販売（調理を行うもの） カムイの恵み　ALICE 旭川市東旭川町忠別529-1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　釣吉 旭川市豊岡8条3丁目7-22
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー D．O　lounge　serene 旭川市4条通6丁目プラネットビル2階
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー lounge　serene 旭川市4条通6丁目プラネットビル1階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ジンギスカンと炭火焼ステーキ　麗仙 旭川市4条通6丁目右8号丸善ビル1階
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん橙ヤ　旭川本店 旭川市東旭川南1条1丁目2-2
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん橙ヤ　旭川末広店 旭川市末広4条12丁目7-9
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん橙ヤ　旭川東光店 旭川市東光6条1丁目3-8
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん　富蔵 旭川市永山6条5丁目1-2
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 パーラーダイエー　大町店 旭川市大町2条6丁目
飲食店 7611 食堂，レストラン 福祉サービス事業、地域子ども食道 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
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 きなり 旭川市宮下通7丁目駅前ビル1階
飲食店 7621 日本料理店 日本料理 和彩　庵 旭川市3条通6丁目　ステップファーストビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック ELISA 旭川市4条通6丁目ヨシタケビル3号館3階
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 味のさん平 旭川市東光5条3丁目2
飲食店 7623 中華料理店 広東料理店 チャイナハウス　ジャスミンガーデン 旭川市神居3条20丁目67-161HOKKAIビル1F
飲食店 7611 食堂，レストラン 朝、昼食提供 なばりゅう 旭川市秋月2条2丁目10-2
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　ふれ愛 旭川市永山4条8丁目1-17
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 家電住まいる館＆YAMADA　web．com　旭川店 旭川市緑町12丁目2719-1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー bar　00113 旭川市3条通6丁目右6小西鮨2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　ゆうか 旭川市忠和5条8丁目4-3クラウンハイツ1F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 味乃やまびこ　東光店 旭川市東光14条5丁目1-9
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉　楓月縁 旭川市末広東1条4丁目8番33号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 ほのぼの食堂 旭川市宮下通7丁目駅前ビル地下
飲食店 7641 すし店 寿司 株式会社　清浜 旭川市末広1条6丁目1-28
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー専門店 ナマステネパール　旭川店 旭川市1条通6丁目97番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 おばんざいや　ゆるり 旭川市3条通6丁目右9　スズランビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 LANTeRN 旭川市4条通8丁目モダ4．8ビルB1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 さと舎 旭川市3条通8丁目右6マルオービル2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 居酒屋　鳥とん 旭川市3条通6丁目豆源ビル2F
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 悟空伝 旭川市神楽岡5条7丁目3-13
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 炭火焼肉　えんむすび 旭川市緑が丘南2条2丁目9-2
飲食店 7621 日本料理店 すし和食 二幸　本店 旭川市3条通7丁目右7号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 食彩料理　歩 旭川市2条通6丁目左10号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　ちょうちん 旭川市4条通6丁目右10号
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 天笑　豊岡店 旭川市豊岡15条7丁目
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 天笑　神楽店 旭川市神楽5条9丁目
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉ホルモン旭川　肉酒場十八番 旭川市3条通7丁目右4号エーワンビル1F
飲食店 7699 他に分類されない飲食店 タピオカドリンク店 tapi：auto 旭川市1条通7丁目43-40パーラートーエーアッシュ店内
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 田舎料理　田子兵衛 旭川市3条通6丁目右10号
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 喫茶　羅夢音 旭川市宮下通25丁目490-13
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 炭火焼肉いち　旭川東光店 旭川市東光10条1丁目4-14
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 だんまや水産　旭川店 旭川市3条通7-679
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン oyako　cafe　noi 旭川市常盤通2丁目1971-18
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん　和 旭川市神楽岡6条6丁目6-1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ 飲食業 スナック　る～な 旭川市春光1条9丁目13-14ツルマキビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　ルナ 旭川市4条通7丁目586-2　つつじプラザビル3F
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉のけんぎゅう 旭川市5条通8丁目右4号
飲食店 7671 喫茶店 飲食店 アラジン珈琲倶楽部 旭川市神居6条8丁目2-12　
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 COCOKARA 旭川市宮下通7丁目3897番地1旭川駅前ビルBF1
飲食店 7629 その他の専門料理店 薬膳料理店 薬膳＆ギャラリー　本草 旭川市東旭川北1条2丁目1番22号
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 喫茶　YUMYUM　YELLOW 旭川市神居3条11丁目1-1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　金魚 旭川市東光5条7丁目2-3
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナックバー すなっく　トレモロ 旭川市錦町14丁目2952-8
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　一源　東4条店 旭川市東4条11丁目1番9号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　梅さん 旭川市南5条通26丁目504番地
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 飲食業 てらてらの丘 旭川市南6条通18丁目　他
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カラオケ、お酒の提供 音吐朗朗 旭川市4条通6丁目河内館9階908号
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 移動販売 Collegarest 旭川市神楽6条10丁目2-2レガロス207
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリアン料理店 Risotteria．　GAKU　tre 旭川市4条通20丁目1720-4
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー BAR　CANVAS 旭川市3条通7丁目　山田ビル2F
飲食店 7611 食堂，レストラン 定食屋 ごはん屋　さちまる 旭川市東旭川北1条8丁目2-1
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン ふく亭　とと魯 旭川市宮下通7丁目2番5号イオンモール旭川駅前4F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 北海道そば・天ぷら　豊ろ香 旭川市宮下通7丁目2番5号イオンモール旭川駅前4F
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン 和食　ふく亭 旭川市緑町23丁目2161-3イオンモール旭川西1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 きわき屋 旭川市2条通6丁目第3しんえいビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー ブレリアス 旭川市3条通6丁目カワイビル2F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 WAYWAYすていしょん 旭川市忠和7条6丁目6番22号



飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カラオケスナック スナック　のらくろ 旭川市4条通6丁目ヨシタケビル3号館BF
飲食店 7621 日本料理店 和食料理店 和処　つたもり 旭川市旭町1条6丁目841番地287
飲食店 7631 そば・うどん店 そば･うどん店 はなまるうどん　イオンモール旭川西店 旭川市緑町23丁目2161-3
飲食店 7699 他に分類されない飲食店 ダイニングバー 今井ビル　カフェバー　石庭 旭川市2条通6丁目
飲食店 7631 そば・うどん店 麺類業 はま長 旭川市3条通6丁目左10号
飲食店 7631 そば・うどん店 うどん店 手作りうどん　杉 旭川市忠和5条1丁目6-15
飲食店 7671 喫茶店 スナック　喫茶 有頂天 旭川市1条通3丁目右4号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック バー　ワイツ 旭川市3条通6丁目　吉竹6号館4F
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 Olivo　Olivo 旭川市忠和3条1丁目7-12
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 community　kitchen　絆 旭川市神居5条6丁目3番3号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 味市場　華酔家 旭川市1条通7丁目1
飲食店 7671 喫茶店 カフェ MORIHICO．RENGA1909 旭川市宮下通11丁目1398-2
飲食店 7651 酒場，ビヤホール やきとり居酒屋店 梁山泊　本通り店 旭川市3条通6丁目右3号
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店 味彩　かたかた 旭川市大町2条4丁目21-467
飲食店 7671 喫茶店 食事&コーヒージュース類その他 軽食喫茶　サン 旭川市川端町2条6丁目3-3
飲食店 7621 日本料理店 日本料理店 味の店　みな月 旭川市神楽4条4丁目1番14号
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 手作り惣菜･弁当屋 キッチン晴れ 旭川市東旭川北1条7丁目1-23
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン HANA　悠 旭川市神居町上雨紛83-6
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 焼肉　えぐち 旭川市南1条通26丁目495番地
飲食店 7641 すし店 すし屋 寿司処　おかだ 旭川市5条通11丁目左10号シュロス5条
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 炭火焼肉カルビ1ばん　流通団地店 旭川市流通団地2条3丁目花と食のやまの2F
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 炭火焼肉カルビ1ばん　豊岡店 旭川市豊岡11条6丁目1-4
飲食店 7625 焼肉店 焼肉、焼鳥 カルビ1ばんの三笠やきとり金次郎 旭川市春光7条9丁目5-25
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん山頭火　ラーメン村店 旭川市永山11条4丁目119-49あさひかわラーメン村内
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん山頭火　動物園通り店 旭川市東旭川北1条4丁目1-28
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめんえぞふくろう 旭川市宮下通7丁目2-5　イオンモール旭川駅前1F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　金の蕎麦 旭川市4条通19丁目1717
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン レストラン　四季の恵　イトーヨーカドー旭川店 旭川市6条通14丁目イトーヨーカドー旭川店B1F
飲食店 7611 食堂，レストラン ファミリーレストラン レストラン　四季の恵　イオン旭川永山店 旭川市永山3条12丁目2-11イオン旭川永山店1F
飲食店 7611 食堂，レストラン 定食・麺類などの専門料理を除く食堂 郷や 旭川市流通団地2条3丁目41番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 清本 旭川市4条通8丁目エスター旭川ビルBF
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 和らい 旭川市3条通6丁目すずらんビル2F
飲食店 7629 その他の専門料理店 スリランカカレー専門店 スサンタ　キッチン 旭川市東旭川町上兵村328
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 cafe　ていくるーと 旭川市春光7条9丁目5番25号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋・定食屋 あかねのごはん 旭川市東光3条4丁目1番2号SKV2F
飲食店 7625 焼肉店 焼肉屋 焼肉　明洞 旭川市忠和3条7丁目2-25
飲食店 7671 喫茶店 カラオケ喫茶 歌謡ステージ 旭川市宮下通7丁目駅前ビル地下
飲食店 7641 すし店 すし屋 たか鮨 旭川市2条通16丁目1090-3
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 美食酒場　竹 旭川市旭町2条14丁目297-265
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 お酒とごはん　みたり 旭川市2条通7丁目201
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 お酒や　とほにほ 旭川市2条通7丁目201
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 一心 旭川市永山6条2丁目6-9
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 山南敬助 旭川市4条通6丁目右3号ヨシタケビル3号館1F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 麺や　一揆 旭川市永山10条5丁目87番地9-1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　たぬき 旭川市4条通7丁目つつじプラザビル3F
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店 ロッテリア　旭川A．s．h店 旭川市1条通7丁目43-40
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店 ロッテリア　旭川春光イオン店 旭川市春光町10番地
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店 ロッテリア　永山イオンFS店 旭川市3条12丁目2-11
飲食店 7624 ラーメン店 つけ麺 つけ麺　．com 旭川市緑町12丁目3868-5
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー Bar　B-1 旭川市3条通6丁目517-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 雪の村 旭川市東旭川町倉沼
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 旭川大雪アリーナ 旭川市神楽4条7丁目1番52号
飲食店 7629 その他の専門料理店 スープカレー専門店 スープカリー　オアシス 旭川市豊岡7条7丁目3番7号　コーポ松原102
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 喫茶　ルル 旭川市6条通8丁目右5号
飲食店 7631 そば・うどん店 飲食業 駅前　やぶそば 旭川市宮下通7丁目駅前ビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　SANJI 旭川市豊岡8条1丁目1-17
飲食店 7611 食堂，レストラン 居酒屋 和菜酒房　おりべ 旭川市2条通7丁目プラネット2・7ビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 やぶさめ 旭川市3条通8丁目左3
飲食店 7721 配達飲食サービス業 仕出し弁当屋 宅配弁当　菜々釜 旭川市神居3条15丁目1-8マンションK
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 いっぱいや 旭川市5条通15丁目616
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｽﾅｯｸ La．Mijue 旭川市3条通6丁目右1号ユニバーサルビルスバル館4F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｶﾗｵｹ　ｽﾅｯｸ カラオケ　スナック　えだまめ 旭川市東光4条3丁目3-16東光ビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｽﾅｯｸ　喫茶 スナック　はっぴー 旭川市東光3条8丁目4の5
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 プチ・カフェ「ビーンズ」 旭川市豊岡9条7丁目5-2
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー専門店 カレーハウスCoCo壱番屋　旭川環状通店 旭川市永山7条4丁目4番7号
飲食店 7671 喫茶店 カフェ 福吉カフェ旭橋本店 旭川市常盤通2丁目1970-1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 酒庵　若やま 旭川市3条通6丁目吉竹ユニオン2F
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 持ち帰り弁当，コーヒーの販売 まちなかぶんか小屋 旭川市7条通7丁目右10号
飲食店 7611 食堂，レストラン 惣菜販売とその惣菜とかをイートイン OKazu　and　Cafe　Piccola 旭川市末広5条10丁目5-4
飲食店 7611 食堂，レストラン 焼肉バイキング 焼肉バイキング　ウエスタン　永山店 旭川市永山4条5丁目1
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー Bar　Credo 旭川市3条通6丁目ヨシタケビル6号館4F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 酒場 ボーフラ 旭川市3条通9丁目コタニビルB1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ライブバー MOSQUITO 旭川市3条通9丁目コタニビルB1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 鳥源　旭川店 旭川市3条通17丁目左7
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 艶屋 旭川市4条通6丁目プラネットビル3F
飲食店 7641 すし店 すし店 魚べい旭川永山店 旭川市永山3条8丁目1-10
飲食店 7641 すし店 すし店 魚べい旭川東光店 旭川市東光5条7丁目1-2
飲食店 7629 その他の専門料理店 ハワイアンカフェ ハワイアンカフェ　ココロコ 旭川市東光3条7丁目1-17
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 デリィズ　キッチン 旭川市4条通6丁目3-133花太郎地下
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 焼鳥酒場　トリキング 旭川市3条通8丁目サンライズビル2F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 焼き鳥酒場　とりごや 旭川市2条通7丁目244番地　今井ビル1F
飲食店 7671 喫茶店 珈琲店・飲食店 ブレンド 旭川市3条通8丁目1705番地
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 椿 旭川市4条通6丁目ヨシタケビル5号館4F
飲食店 7611 食堂，レストラン 各種料理の提供 Cafe＇　Lafutto 旭川市錦町23丁目2175-17
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　すなを 旭川市永山2条20丁目1-5
飲食店 7699 他に分類されない飲食店 釜めし料理店 甘味茶屋　ぶんご 旭川市南1条通26丁目
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 二代目　鳥波羅密 旭川市東光1条1丁目3-15
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店・洋菓子販売 amie工房 旭川市旭町2条12丁目98



飲食店 7671 喫茶店 喫茶店，自家焙煎珈琲豆販売 自家焙煎ジーン珈琲 旭川市7条通1丁目1485番地
飲食店 7641 すし店 寿司・丼物 輝寿し 旭川市永山2条20丁目1-6
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 つぼ八　旭川末広店 旭川市末広東1条5丁目1-3
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 つぼ八　旭川東光店 旭川市東光2条4丁目4-26海晃ビル
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 牛若丸　南6条通り店 旭川市東光7条1丁目
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 牛若丸　豊岡環状通店 旭川市豊岡15条6丁目6-1
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 牛若丸　旭川北店 旭川市末広1条5丁目1-20
飲食店 7641 すし店 回転寿司 回転寿司　とっぴ～宮前通店 旭川市宮前1条3丁目2-10
飲食店 7625 焼肉店 焼肉店 牛若丸　旭川大雪店 旭川市9条通19丁目2405
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 焼鳥　とり福 旭川市神居3条1丁目1-8
飲食店 7629 その他の専門料理店 ジビエ料理店 ジビエバル　YAMAGAMI 旭川市5条通7丁目右7号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　ナポレオン 旭川市3条通7丁目セブンビル地階
飲食店 7624 ラーメン店 食堂 特一番　動物園通り店 旭川市工業団地1条2丁目4-18
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 羅亜～麺　加藤屋　東光店 旭川市東光1条1丁目2-11
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 小樽なると屋　旭川神楽店 旭川市神楽4条12丁目10-12
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 小樽なると屋　旭川永山店 旭川市永山2条4丁目2-3
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 小樽なると屋　旭川豊岡店 旭川市豊岡9条7丁目2-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 小樽なると屋　旭川4条店 旭川市豊岡4条1丁目2-23
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 小樽なると屋　旭川東光店 旭川市東光13条1丁目3-18
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 小樽なると屋　旭川8条店 旭川市8条通8丁目43-9
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック Delfino 旭川市東光12条4丁目1-1
飲食店 7641 すし店 すし調理 菊鮨 旭川市3条通7丁目右1
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 nasu　cafe 旭川市永山1条16丁目7-18
飲食店 7629 その他の専門料理店 カレー料理店 農珈屋　本店 旭川市東旭川町上兵村384番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 エル・ソル・デ・カタルーニャ 旭川市2条通7丁目2004-2　関ビル1階
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 スマイル食堂　旭川中央郵便局店 旭川市6条通6丁目28-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 スマイル食堂　北海道銀行旭川支店店 旭川市2条通9丁目228
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店・軽飲食 ハイディイング・プレス 旭川市高砂台3丁目7番地の65
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 拉麺　鷹の爪　宮前店 旭川市宮前1条3丁目2番7号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール ダイニングバー Food　bar　Casa 旭川市4条通7丁目586-2つつじプラザビル2F
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 創作イタリアンBAR　Artigiano 旭川市豊岡6条4丁目11-1
飲食店 7699 他に分類されない飲食店 猫cafe 猫ハウス　まいけるcafe 旭川市東光15条4丁目4-6
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 たこ焼き、テイクアウト たこSun 旭川市永山6条9丁目1-11
飲食店 7629 その他の専門料理店 スープカレー店 スープカレーCurry　Q 旭川市末広4条3丁目1-14
飲食店 7625 焼肉店 ジンギスカン 生らむジンギスカンの店　らむ舎 旭川市末広東3条3丁目2-14
飲食店 7629 その他の専門料理店 スパゲティ店 EZOKAFFE 旭川市東光11条3丁目3-29
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店 ダイヤモンドバーガー 旭川市豊岡15条7丁目4-1　あたごコーポ1F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ら～麺五条八丁目ごはち 旭川市5条通8丁目左3号　吉方ビル2F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック Cuore 旭川市3条通6丁目566-1　ヨシタケ6号館3F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック area 旭川市4条通6丁目328-1　プラネットビル4F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー AMUSUMENT　SPACE　GUILD 旭川市3条通6丁目718-2　ヨシタケユニオンビル5F
飲食店 7631 そば・うどん店 そば屋 そば処　美登利　5条店 旭川市5条通21丁目1721番地
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 五条軒 旭川市5条通10丁目2233番地の15
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 味彩　ぜん 旭川市2条通6丁目246-3
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 酒と肴　さくら 旭川市3条通6丁目左10号
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック　Cutie 旭川市豊岡11条1丁目2-7　シティハウス豊岡1F右
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 緋甦霞 旭川市錦町11丁目1124番地
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 飯酒家　ぼーちら 旭川市春光4条9丁目1-2
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 つくね屋　五右衛門 旭川市末広1条5丁目1-26
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナック絵馬 旭川市3条通14丁目タテダビル2F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 平和　あさひかわラーメン村店 旭川市永山11条4丁目119-48
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 平和　旭川本店 旭川市末広1条1丁目1-7
飲食店 7641 すし店 すし屋 雷電鮨 旭川市末広6条1丁目3番15号
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店（定食・丼物・そば・うどん・カレー） ごはんどき旭川永山店 旭川市永山2条14丁目49-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 飲食店（定食・丼物・そば・うどん・カレー） ごはんどき旭川西店 旭川市忠和7条7丁目1-11
飲食店 7691 ハンバーガー店 ファストフード店 モスバーガー　春光ロック店 旭川市春光1条7丁目1番5号
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂（すし届有） 鮨海鮮　続・鳥忠 旭川市2条通2丁目276-3　2階
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 たこ焼き製造販売 築地銀だこ　イオンモール旭川西店 旭川市緑町23丁目2161-3
飲食店 7621 日本料理店 飲食店 月心庵 旭川市豊岡5条2丁目9番14号
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 やきとり　酔旭 旭川市5条通7丁目右8号第2コアビル1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック 心羽 旭川市3条通6丁目左5第2すずらんビル2F
飲食店 7671 喫茶店 喫茶店 カフェ　ラ・フォーレ 旭川市豊岡5条1丁目5番12号
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 らーめん夢想 旭川市流通団地1条3丁目26-1丸光浅田青果卸売内
飲食店 7621 日本料理店 沖縄料理 三代目旨いもの市場　旬 旭川市東光3条4丁目4-25
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック スナックM　MARIKA 旭川市春光1条9丁目15-12
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ スナック、飲食店 fleur 旭川市4条通6丁目プラネットビル5F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 炙り居酒や　暖 旭川市3条通6丁目右2号NASAビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　紅あかり 旭川市東光1条1丁目2-11
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ パブ 十丁目　男亭゛ 旭川市大町1条10丁目181番地
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 ソフトクリーム等販売 ちょっといっぷく 旭川市神楽岡公園1番地の1
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 家庭料理のお店・居酒屋 おばんざい屋　ふぅ 旭川市3条通7丁目425-5
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒家　ひろ戸 旭川市豊岡8条5丁目6-2
飲食店 7629 その他の専門料理店 西洋料理店 cafeteria　NEW　YORK 旭川市神楽1条9丁目1-12
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 うまいもの家　ROAN 旭川市3条通7丁目右2号　豆源ビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 やきとり　月夜 旭川市永山7条12丁目4-17
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｽﾅｯｸ つれづれ 旭川市4条通6丁目吉竹5号館BF
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｽﾅｯｸ Snack　きらく 旭川市神楽4条3丁目2-11
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｽﾅｯｸﾊﾞｰ スナック　モード 旭川市3条通7丁目山田ビルB1F
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｽﾅｯｸﾊﾞｰ ウォーターブレイク 旭川市3条通6丁目珍平ビル2階
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　童 旭川市大町2条2丁目ナイトタウン1F
飲食店 7671 喫茶店 ｶﾌｪ 高架下の音村屋珈琲 旭川市4条通17丁目4099オール商店街6号館
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ﾊﾞｰ BAR　ZERO 旭川市3条通6丁目右10号ステップファーストビル3F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール もつ焼屋 ホルモンDEN 旭川市3条通6丁目658
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 伊達銀次郎商店 旭川市4条通5丁目右10
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 居酒屋　もんく 旭川市5条通9丁目左5号
飲食店 7631 そば・うどん店 そば、うどん､丼物 そば処　山乃屋 旭川市永山3条14丁目3-1
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 越乃屋 旭川市豊岡6条4丁目1-16
飲食店 7629 その他の専門料理店 ラム肉料理専門店 ジンギスカンバル　マルマサ 旭川市1条通5丁目76番地タカラ市場左



飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ら～めん　穂 旭川市末広東1条14丁目2-7
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 小料理屋　ぼたん 旭川市4条通6丁目ヨシタケ5号館B1
飲食店 7631 そば・うどん店 蕎麦屋　たい焼き屋 たいやき　そば　菫sumire 旭川市忠4条4丁目4番9号
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ら～めん　蔵 旭川市豊岡5条2丁目4-3
飲食店 7629 その他の専門料理店 イタリア料理店 オステリア　仁泰ーキミヒロー 旭川市4条通5丁目1316-1
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン レストラン　リトルボード 旭川市曙1条3丁目1番15号
飲食店 7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店 CLAPS　DINER 旭川市南6条通17丁目2-2
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ダーツバル、ダーツグッツ販売 DartsBar　DOPE 旭川市東光4条3丁目2-13小林ビル2F
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 ら～麺処　優鳳 旭川市豊岡13条4丁目4-22
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 らーめん　是々非々 旭川市末広東1条11丁目1-5　
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ カラオケスナック HA　RU　NA 旭川市3条通6丁目M-BOXビル5F
飲食店 7611 食堂，レストラン レストラン レストラン　湯河原 旭川市宮下通16丁目3-1
飲食店 7611 食堂，レストラン 食堂 食彩処　ランチ 旭川市末広3条6丁目8-8　
飲食店 7624 ラーメン店 ラーメン店 永山六条軒 旭川市永山5条4丁目6-5
飲食店 7629 その他の専門料理店 やき鳥店 やき鳥　えぞや 旭川市3条通4丁目516
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 ｻﾝﾄﾞｳィｯﾁのﾃｲｸｱｳﾄ専門店 thee　sandwich　SASA　 旭川市神楽岡5条4丁目1-20
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 弁当屋 ほっともっと旭川春光店 旭川市春光6条9丁目6-26
飲食店 7711 持ち帰り飲食サービス業 弁当屋 ほっともっと旭川せせらぎ通店 旭川市永山7条9丁目1-2
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 居酒屋 旬酔　基じ 旭川市東光4条3丁目3-16東光ビル1F
飲食店 7651 酒場，ビヤホール 焼鳥屋 炭火焼鳥　やす 旭川市春光1条7丁目5-12
飲食店 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ ｽﾅｯｸ LUCE 旭川市4条通6丁目プラネットビル3階
飲食店 7625 焼肉店 焼肉屋 RICE 旭川市新富2条2丁目12-5
飲食店 7629 その他の専門料理店 西洋料理店 ビストロ・bon・marché 旭川市宮下通20丁目1436-2
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
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング店 北新クリーニング店 旭川市永山10条5丁目2-14
クリーニング業 7811 普通洗濯業 洗濯業 平和ランドリー 旭川市末広5条3丁目1-21
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング取次店 ホワイト急便　豊岡5条2丁目店 旭川市豊岡5条2丁目4番3号
クリーニング業 7811 普通洗濯業 衣服のクリーニング 杉山クリーニング 旭川市大町1条4丁目14番地の24
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター東光1条店 旭川市東光1条4丁目2-1
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター5条通店 旭川市5条通7丁目
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスターあたご店 旭川市豊岡8条5丁目
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター錦町通店 旭川市北門町15丁目
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター南6条通店 旭川市南5条24丁目121ベストプライス内
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター神居店 旭川市神居3条1丁目1-8
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター神楽岡店 旭川市神楽岡14条4丁目2-21
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 ステラクリーニング　ダイイチ末広店 旭川市末広1条7丁目265番地
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 ステラクリーニング　ダイイチ東光12条店 旭川市東光12条6丁目203番地
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 ステラクリーニング　ダイイチ旭町店 旭川市旭町1条7丁目2631
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 ステラクリーニング　ダイイチ花咲店 旭川市春光1条8丁目1-77
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター永山本店 旭川市永山7条3丁目1-1
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター春光末広店 旭川市春光4条9丁目
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリンスター豊岡10条通店 旭川市10条通23丁目
クリーニング業 7811 普通洗濯業 一般クリーニング店 有限会社　丸サ佐々木クリーニング店 旭川市9条通14丁目左6号
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 有限会社山本ドライクリーニング店 旭川市永山3条20丁目5番1号
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング取次所 ファミリークリーニング 旭川市2条通23丁目
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業（ランドリー，リネンサプライ，クリーニング工場） ねむのき神居 旭川市神居町雨紛160番地9
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング取次所 （株）ニュー白鳥舎　忠和店 旭川市忠和5条6丁目9番9号
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 ニュー白鳥舎　クリーニング工場 旭川市忠和4条8丁目4-16
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 － 株式会社　丸友高尾呉服店 旭川市2条通14丁目左10号
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 （株）クリーニングおおはし　本店 旭川市2条通13丁目1377-2
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業 生活協同組合コープさっぽろ春光店 旭川市末広4条1丁目452
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング取次所 ホワイト急便　旭川東光7条8丁目店 旭川市東光7条8丁目1番5号
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング取次、米、たばこ販売 ホワイト急便　旭川7条西2丁目店 旭川市7条西2丁目2-20
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　豊岡14条7丁目店 旭川市豊岡14条7丁目4-1
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　神楽岡6条6丁目店 旭川市神楽岡6条6丁目2-1　神楽岡ビル内
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　イオン旭川春光店 旭川市春光町10番地イオン旭川春光店内
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　末広5条1丁目店 旭川市末広5条1丁目4-2-1
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　永山3条9丁目店　 旭川市永山3条9丁目20の1
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　豊岡工場前店舗 旭川市豊岡1条4丁目4-18
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　神楽5条5丁目店 旭川市神楽5条5丁目2-8　アルペジオ1F
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　神居7条1丁目店 旭川市神居7条1丁目2-7
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　末広5条5丁目店 旭川市末広5条5丁目10番16号
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業　取次所 ホワイト急便旭川　春光工場前店 旭川市春光1条8丁目2-16
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーンニング取次所 ホワイト急便旭川秋月2条1丁目店 旭川市秋月2条1丁目5-1
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業 ホワイト急便末広4条12丁目店 旭川市末広4条12丁目6番9号
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリーニング　ドレッセ 旭川市永山11条2丁目1-6
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業取次所 とみおかクリーニング　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1階
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング業取次所 とみおかクリーニング　イオンモール旭川西店 旭川市緑町23丁目2161-3イオン旭川西店109区画
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 クリーニング　うえだ 旭川市2条通22丁目
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 洗濯物取次所･クリーニング取次所 ホワイト急便旭川　神居3条6丁目店 旭川市神居3条6丁目1番1号
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 取次店 ホワイト急便　錦町19丁目店 旭川市錦町19丁目2150-38
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング店 鈴の屋クリーニング 旭川市東旭川北1条5丁目9-21
クリーニング業 7811 普通洗濯業 クリーニング業 株式会社　ニューマルヨシクリーニング 旭川市10条通8丁目2441番地8
クリーニング業 7812 洗濯物取次業 クリーニング受付業務 クリアクリーニング 旭川市5条通10丁目936朝日プラザ1階


