
保管した自転車 別紙

登 録 番 号 車 体 番 号 色・形状等

1 令和3年4月7日 1条通7丁目 令和3年4月13日 C882455 GF0A20081 黒に銀

2 令和3年4月7日 1条通7丁目 令和3年4月13日 ホ009990 GC2C02626 黒に銀

3 令和3年4月7日 2条通7丁目 令和3年4月13日 なし A293490 黒・錆ひどい

4 令和3年4月7日 宮下通7丁目 令和3年4月13日 なし E7AＯ2791 水色 防犯登録が削られている

5 令和3年4月7日 宮下通8丁目 令和3年4月13日 C774317 A8H8180297 赤　スポーツタイプ

6 令和3年4月21日 1条通7丁目 令和3年4月27日 なし 8D17442 白

7 令和3年4月21日 2条通7丁目 令和3年4月27日 D291426 GF1L50921 銀

8 令和3年4月21日 宮下通7丁目 令和3年4月27日 C882989 B0A172442 銀　鍵取付縛ってある

9 令和3年4月21日 宮下通7丁目 令和3年4月27日 ホ193454 V130118692 黒　泥除け銀

10 令和3年5月5日 1条通8丁目 令和3年5月11日 ア755228 B7L76920 水色 　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ電動 ﾊﾞｯﾃﾘｰ無

11 令和3年5月11日 3条通7丁目 令和3年5月16日 E206558 F20402010 濃灰

12 令和3年5月11日 3条通8丁目 令和3年5月16日 D312723 GF1K35879 水

13 令和3年5月11日 3条通8丁目 令和3年5月16日 無 S7L235102 灰

14 令和3年5月11日 4条通8丁目 令和3年5月16日 無 JB35875 小豆 電動 ﾊﾞｯﾃﾘｰ無

15 令和3年5月11日 7条通7丁目 令和3年5月16日 ア754732 GC7H03899 赤 後かご破損

16 令和3年5月11日 3条通8丁目 令和3年5月16日 無 S7L2351103 灰

17 令和2年11月27日 末広4条1丁目 令和3年5月1日 D791322 H7E85967 黒/銀 CRESTINA MODA NEXUS

18 令和2年11月27日 大町2条10丁目 令和3年5月1日 無 無 赤 ROADMAN

19 令和2年11月27日 忠和5条4丁目 令和3年5月1日 E061933 LFC07613 赤 SHIMANO

20 令和2年11月27日 東光16条5丁目 令和3年5月1日 無 WF5070573 銀 ESCORTCITY

21 令和2年11月27日 東旭川1条6丁目 令和3年5月1日 B381531 HS260FB 青 HARDSTONE

22 令和2年11月27日 大町2条10丁目 令和3年5月1日 D867980 FQCC276HD2 銀 CHACLE

23 令和2年11月27日 東光16条5丁目 令和3年5月1日 無 無 白 FX01STEALTH

24 令和2年11月27日 東光16条5丁目 令和3年5月1日 無 無 銀

25 令和2年11月27日 東光16条5丁目 令和3年5月1日 無 不明 銀 CONNETICUT

26 令和3年6月2日 1条通8 丁目 フィール横 令和3年6月8日 D523192 GC3J17279 銀　外装5段 サビ多い

27 令和3年6月2日 宮下通7丁目　駅北イオン横 令和3年6月8日 無 WF9B03433 銀　前後カゴ付

28 令和3年6月9日 3条通8丁目 歌屋前 令和3年6月15日 E026258 STPHJ07483 銀

29 令和3年6月16日 宮下通7丁目 駅南口西イオン横 令和3年6月22日 E058563 H7F72537 銀　前カゴ付

保管した自転車の特徴等整理
番号

警告票又は勧告票
を取り付けた日

撤去した場所
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登録番号，車体番号において＊印は不鮮明で読み取れない番号を示しています。

（返還を受ける旨を申し出る場所）
旭川市役所土木部土木管理課
旭川市６条通１０丁目旭川市役所第三庁舎2階　電話（０１６６）２５－５３７５
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30 令和3年6月24日 3条通7丁目 パーラートーエー前 令和3年6月30日 D967879 B6X66518 黒　外7段

31 令和3年6月24日 5条通7丁目 井泉前 令和3年6月30日 無 SX08120214 赤 変速無 小型折りたたみ式

32 令和3年6月30日 2条通7丁目 令和3年7月6日 無 SM04057086 黒　スポーツタイプ

33 令和3年6月30日 2条通7丁目 令和3年7月6日 無 V130124240 黒　折りたたみ式

34 令和3年7月8日 2条通7丁目 令和3年7月13日 無 YC11504 銀　内装3段

35 令和3年7月15日 2条通7丁目 令和3年7月20日 E367058 Y3475370 黒

36 令和3年7月9日 4条通8丁目 令和3年7月15日 G819688 ７H137389 白　黒いカゴ

37 令和3年7月24日 3条通8丁目 令和3年7月30日 ア506561 2322898 桃・黄・紫　ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ 外21段

38 令和3年7月29日 宮下通7丁目 令和3年8月3日 無 V191102621 銀　ﾁｪｰﾝ外れ

39 令和3年8月5日 宮下通8丁目 令和3年8月10日 無 FJA1D73330 銀　後輪ﾊﾟﾝｸ　鍵無

40 令和3年8月5日 1条通8丁目 令和3年8月10日 D209292 FJ41182629 黄土　茶　鍵付　前カゴ付き

41 令和3年8月10日 3条通7丁目 令和3年8月16日 ホ034792 GF2K72019 青　3段切替え

42 令和3年8月12日 宮下通7丁目 令和3年8月17日 ホ374590 GC6J00752 銀　後荷台無

43 令和3年8月12日 宮下通8丁目 令和3年8月17日 ア748161 6LK082427 銀　後荷台有

44 令和3年8月12日 2条通7丁目 令和3年8月17日 E248277 PJASNJ0008 黒

46 令和3年8月19日 宮下通7丁目 令和3年8月24日 無 XY161122219
深緑 折りたたみﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ 外18
段

47 令和3年8月19日 2条通7丁目 令和3年8月24日 無 S6E10470 銀　変速無

48 令和3年8月24日 3条通7丁目 令和3年8月30日 *****71 GF1D55306 水　小型

49 令和3年8月24日 3条通7丁目 令和3年8月30日 D000487 11C6104 白　電動自転車

50 令和3年8月24日 4条通7丁目 令和3年8月30日 E220276 A20AC58023 黒　6段切替え

51 令和3年8月26日 宮下通7丁目 令和3年8月31日 無 S3A79403 銀　内装3段

52 令和3年5月11日 3条通8丁目 令和3年5月16日 無 S7L2351103 灰

53 令和3年9月2日 2条通7丁目 令和3年9月7日 ホ642851 SEB25240
銀　栄町ﾊｲﾂ管理組合 前カゴ付
き

54 令和3年9月9日 宮下通7丁目 令和3年9月14日 無 V190404432 黒　前カゴ付き

55 令和3年9月9日 1条通8丁目 令和3年9月14日 B328611 SW914151 薄緑　泥除け銀

56 令和3年9月9日 1条通8丁目 令和3年9月14日 無 G170107730 白赤　小型

57 令和3年9月9日 2条通7丁目 令和3年9月15日 無 A18AL51792 小豆　ギヤ無

登録番号，車体番号において＊印は不鮮明で読み取れない番号を示しています。

（返還を受ける旨を申し出る場所）
旭川市役所土木部土木管理課
旭川市６条通１０丁目旭川市役所第三庁舎2階　電話（０１６６）２５－５３７５
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58 令和3年9月9日 3条通8丁目 令和3年9月15日 無 SY6E1362 青銀

59 令和3年9月9日 5条通7丁目 令和3年9月15日 D845282 GC5L47359 小豆　ギヤ無

60 令和3年9月9日 6条通8丁目 令和3年9月15日 D550779 HBA14M002633 銀　外装6段　ﾘｱﾌｪﾝﾀﾞ外れ

61 令和3年9月9日 6条通8丁目 令和3年9月15日 無 GF1A22381 青　前輪ﾊﾟﾝｸ

62 令和3年9月16日 2条通7丁目 令和3年9月21日 無 GF0L17442 銀　外装6段

63 令和3年9月23日 宮下通7丁目 令和3年9月28日 E069708 C306025 黒緑　銀

67 令和3年9月24日 2条通7丁目 令和3年9月30日 無 A578613 灰　前カゴ黒

68 令和3年9月24日 3条通8丁目 令和3年9月30日 ホ645848 CY600547 黒　ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ　ｽﾎﾟｰﾂｼﾞｬｲｱﾝﾄ

69 令和3年9月24日 6条通8丁目 令和3年9月30日 無 LE33220 水色　鍵付き　後輪ﾊﾟﾝｸ

登録番号，車体番号において＊印は不鮮明で読み取れない番号を示しています。

（返還を受ける旨を申し出る場所）
旭川市役所土木部土木管理課
旭川市６条通１０丁目旭川市役所第三庁舎2階　電話（０１６６）２５－５３７５


