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旭川家具工業協同組合  
079-8412 北海道旭川市永山2条10丁目1-35  TEL 0166-48-4135 ／ FAX 0166-48-4749 　www.asahikawa-kagu.or.jp

ADWプロジェクトメンバー
渡辺 直行（旭川家具工業協同組合 理事長）、佐々木 雄二郎（ササキ工芸／リーダー）、染谷 哲義（カンディハウス／サブリーダー）、
青森 宏悦（アーリー・タイムス アルファ）、野原 努（アルフレックス ジャパン）、関口 洋平（いさみや）、吉村 浩平（インテリア北匠工房）、
木田 尚史（エフ・ドライブデザイン）、藤田 哲也（カンディハウス）、岩満 昌史（クリエイトファニチャー）、長谷川 将慶（大雪木工）、
吉田 安志（タイム アンド スタイル）、中井 賢治（匠工芸）、野原 寛史（メーベルトーコー）、やはずの よしゆき（20パーセント）
クリエイティブディレクター 青木 昭夫（ミルデザイン）

ASAHIKAWA DESIGN WEEK

［総来場数］ 16,500名
■旭川デザインセンター　6,843名（2017年／8,815名　77％）
■喜多俊之スペシャルトークイベント　290名
■国産材家具サミット　87名
■ADWファクトリーツアー　11名
■スウェディッシュグレイス展　1,360名
■旭川木工コミュニティマーケット　3,392名
■宮脇檀没後２０年展　1,718名
■JIA北海道建築展　2,034名
■Kvadrat at USAGIYA　874名
■プロが削る木のスプーン達　394名
■隣まちイベント　112名

［その他イベント来場数］
■ADWパーティ　558名
■旭川工芸デザイン協会展　1,368名
■親子ものづくり体験教室　18名

第４回となるASAHIKAWA DESIGN WEEK 2018は、「インディビジュアル」をコンセプトとして、出展各社の新作発表、

オープンファクトリーなどの主要企画はもちろんのこと、DAISY BALLOONによるスペシャルインスタレーションや、ホテル

スペースデザインプロジェクト、「デザインと食」のコラボレーションによるＡＤＷ×かみかわフードツーリズムの新企画なども

登場しました。回を重ねることにより、内容も充実し「くらしとデザインの広場」へ向けて、さらに大きく前進をしました。

主 催／旭川家具工業協同組合、旭川市、旭川商工会議所
後 援／（公財）日本デザイン振興会、（公社）インテリア産業協会、（公社）日本インテリアデザイナー協会、
　　　（一社）日本インテリアコーディネーター協会、（一社）日本インテリアプランナー協会、旭川デザイン協議会、北海道上川総合振興局

2018年6月20日（水）～24日（日）
旭川デザインセンター （北海道旭川市永山2条10丁目1-35）　お問い合わせ／ 0166-48-4135
旭川市、東川町、東神楽町の各メーカー、工房、ショップほか
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ASAHIKAWA DESIGN WEEKADW SPECIAL INSTALLATION
［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　 9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

今年のインスタレーションは、GINZA SIXや松屋銀座のインスタレーションから、大手メーカーのTVCM、ステージ衣装、音楽CDジャケットまで多彩な分野で活

躍するアーティストユニット「デイジーバルーン」が担当しました。２万個に及ぶ白いバルーンを用いて、人と自然の共生を表現し、そのスケール感と幻想的な造形に

よって来場者に感動を与えました。特に子供たちがバルーンづくりを体験し、インスタレーションに加えてゆく楽しそうな姿が印象的でした。

旭川が持つ「過去から未来」と「人と森の関係性」を、ひとつの物語として作品にしたいと考え
ました。物語は３つのパートに分かれていて、旭川の文化・風土から、人と森の共生、またそれ
によって旭川家具が生まれるまでの過程を暗喩として表現しています。旭川の象徴である雪
と森と人、それらが交わり合って大きな集合体として輝いていく。旭川家具から世界に放たれ
る燈を感じていただけたら幸いです。                                    

by DAISY BALLOON

「ヒトトモリ」

アーティストユニット「デイジーバルーン」スペシャルインスタレーション
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喜多 俊之（プロダクトデザイナー）　プロフィール
1969年よりデザイン活動を始めイタリア、ドイツ、日本の家具や家電、ロボット、日用品など多くのヒット製品を生む。作品の多くが
ニューヨーク近代美術館、パリ・ポンピドゥセンターなど世界のミュージアムにコレクションされている。日本の伝統工芸・地場産業の
活性化など多方面でクリエイティブプロデューサーとしても活躍。イタリア「黄金コンパス賞（国際功労賞）」受賞、2016年には同
賞の国際審査員に。2017年イタリア共和国より功労勲章コンメンダトーレを受勲。国際見本市「Living & Design」ディレクター。大阪
芸術大学教授。著書に「デザインの力」「地場産業＋デザイン」「デザインの探険」など。

［日時］6月20日（水）
　　　16：00～17：30

［会場］旭川市大雪クリスタルホール 音楽堂

ADW SPECIAL TALK EVENT

今年のトークイベントには、IFDAの第1回から審査委員、第４回から審査委員長を３度務めた世界的デザイナーの喜多俊之氏が登場。「デザイン・未来」を

テーマに「カッシーナのウィンクチェアが生まれるまでのストーリー」や「日本・北海道・旭川デザインの未来」、「旭川デザイン家具の海外への取り組み」などを貴重

な映像を交えて語っていただきました。

喜多 俊之が語る「デザイン・未来」
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［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

EXHIBITION

昨年、節目となる１０回目として開催された「国際家具デザインフェア旭川２０１７」。そのメイン事業であるコンペティションの入賞入選作から、３つのシリーズが

製品化され、アイテムのバリエーションも含め展示・発表。また、旭川家具の45のメーカー・団体の新作や新提案が発表され、北海道産広葉樹を活用した

製品も数多く展示されました。

旭川家具エキシビション
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［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

EXHIBITION

06



［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

ADW20I8 HOTEL SPACE DESIGN PROJECT

旭川デザインセンターに、喜多俊之氏が監修・家具デザインを担当し、成ヶ澤伸幸氏が空間構成を行ったホテルスペースが登場しました。設備メーカーなど多くの

企業の協力により、最新トレンドの水回りやアメニティグッズに演出された、ラグジュアリーな客室空間が再現されました。来場者の反応も良く、今後の具体的な

ビジネス展開に大きな期待が寄せられています。

ADW2018 ホテルスペースデザインプロジェクト
監修・家具デザイン／喜多 俊之　企画立案・空間デザイン／成ヶ澤 伸幸

＜協力＞
CAMBRIA［（株）アステック］、KOHLER［（株）日鉄住金物産マテックス］、（株）サンゲツ、シモンズ（株）、（株）JTB商事、BANG & OLUFSEN、Benjamin Moore、
Hunter fan［（株）ケーエスシー］、BRIZO［（株）ロッキーズコーポレーション］、（株）ユニオン

＜展示家具製作メーカー＞
いさみや、インテリア北匠工房、エフ・ドライブデザイン、カンディハウス、ササキ工芸、大雪木工、タイム アンド スタイル、匠工芸、メーベルトーコー
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NOBU ARCHI DESIGN 株式会社 代表取締役 

成ヶ澤 伸幸　プロフィール
北海道帯広市出身。2000～2009年アメリカジョージア州アトランタの建築設計事務所の日本法人に代表就任。住宅、ホテル、病院、工場などを
手掛ける。代表作品に「結城病院(茨城)」「江の島アイランドスパ（神奈川）」「グアムホテルオークラ（グアム）」など。2009年デザイン事務
所を設立。現在「宮古島リゾートプロジェクト（2019年完成予定）」「江の島ホテル（2019年完成予定）」などのリゾートホテルでインテリア
デザイナーとしてプロジェクトに参画。在アメリカ領事館、米国ワシントン州エバーグリーンなどからの依頼で講演を行うなど活躍中。米国
ニューヨークに本部があるInternational Federation of Interior Architects/Designersの加盟団体、公益社団法人日本インテリ
アデザイナー協会（JID）会員

［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

ADW20I8 HOTEL SPACE DESIGN PROJECT
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OPEN FACTORY & 
ASAHIKAWA FULL COURSE
［会期］6月20日（水）～24日（日）

［会場］各家具メーカー／ショールーム・工場

毎年好評の、ものづくりの現場を直に感じていただくオープンファクトリー。今年も各社が工場を開放して皆様をお迎えしました。自社工場の倉庫にて、家具の製

造工程から発想を得た試作品による企画展を実施するなど、家具メーカーならではのアイディアでイベントを実施。地元住民に向けて木工教室を開催するなど

趣向を凝らした催しも行われ、週末まで多くの来場者がありました。また、旭川フルコースは地元産の食材を活用して各社が腕を振るいました。恒例の手打ち蕎

麦をはじめ、昨年大好評だった足寄産チーズのラクレットを提供するメーカーもあり話題を呼びました。

オープンファクトリー&旭川フルコース
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OPEN FACTORY & 
ASAHIKAWA FULL COURSE
［会期］6月20日（水）～24日（日）

［会場］各家具メーカー／ショールーム・工場
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ADW     KAMIKAWA FOOD TOURISM
［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

ADWとかみかわフードツーリズムがコラボレーションすることにより、「デザインと食」を組み合わせることで北海道観光の可能性を広げる、新たな取り組みをスタート

しました。日本初の本格厨房設備を搭載したバス「クルーズキッチン」を舞台に地元のレストランシェフに日替わりで参加をしていただき、地元産食材を活用した

本格的レストランがオープン。今まで不足感のあったランチが人気コンテンツとなり、また、関係者向けでトライアルディナーを実施。次年度につながる可能性の

高い企画となりました。また、屋外スペースでマルシェも実施。地元の加工品や特産品を多くの来場者が手に取っていました。

ADW食べものがたりダイニング ／ ADW食べものがたりマルシェ
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喜多俊之氏のスペシャルトークイベントに引き続き「旭川市大雪クリスタルホール」でパーティを実施。「かみかわ食べものがたり」とのコラボレーションにより地元食

材を活用して、地元のシェフによる多彩なメニューでお客様をお迎えしました。今年から有料制になりましたが、定員の５００名を超える参加者があり昨年以上に

親密なコミュニケーションを図ることができました。

今回初の試みとして、閉館後の旭川デザインセンターにレストランを特設。ADW食べものがたりダイニングで協力いただいたシェフによる特製ディナーを、関係者で

味わいました。背景にはインスタレーション、テーブルや椅子は旭川家具という環境でのディナーは大変好評で、来年に向けて新たな展開が期待される企画と

なりました。

ADW     KAMIKAWA FOOD TOURISM
ADWパーティ
［日時］6月20日（水）
　　　18：00～20：00

［会場］旭川市大雪クリスタルホール

トライアルディナー
［日時］6月21日（木）～23日（土）
　　　19：00～21：00

［会場］旭川デザインセンター
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ここの木の家具・北海道プロジェクト／旭川の家具つくりびと技能五輪出場の軌跡展
２０１４年からスタートした「ここの木の家具・北海道プロジェクト」のPRブースもデザインセンター内に登場。旭川での北海道産広葉樹材使用率が３６．７％となり、

初年度の約１．４倍となっている成果も合わせて報告しました。技能五輪大会において、1967年のスペイン大会で銀賞を受賞して以降、旭川の若手技術者は日

本代表として14の国際大会に出場しています。特に2007年の静岡から2017年のアブダビまでは６大会連続の出場。その輝かしい記録を、出場記録やムー

ビー、実物の課題作品で紹介しました。

KOKONOKI NO KAGU HOKKAIDO PROJECT
WORLDSKILLS COMPETITION
［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

KIMINO ISU PROJECT / PANEL EXHIBITION
［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　 9：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター

「君の椅子プロジェクト」13年のあゆみ ／ 旭川大学横田ゼミによるパネル展 ／ 人づくり一本木基金
「君の椅子プロジェクト」は、１３年の歩みとして初回モデルから２０１８年の最新作までの椅子を一堂に展示。地元の「旭川大学」からは横田ゼミが参加し、学生が

取り組んだ旭川家具についての研究活動をパネルや家具で発表しました。また、北海道文化財団による「人づくり一本木基金」のプロモーション展示も行いました。
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第6回国産材家具サミット
旭川開催3年目となる、家具製作における国産材活用の課題を議論する「国産材家具サミット」。モデレーターにJDN山崎泰氏を迎え、国産材での家具

開発、製造に積極的に取り組むカリモク家具（愛知）、カンディハウス（北海道）、天童木工（山形）、飛騨産業（岐阜）、ワイス・ワイス（東京）の５メーカーが一堂に

会しました。今年はゲストスピーカとしてNPO法人フォレストリンク代表理事の白鳥芳洋氏が加わり、新しい視点からの議論が交わされたことが収穫でした。

JIA北海道建築展 巡回展 旭川「100の住宅模型で見る暮らしのカタチ」
昨年に引き続き、JIA北海道支部主催による建築展をJR旭川駅のギャラリーで行いました。北海道の建築家による住宅作品を模型で紹介したほか、折り紙建築

のワークショップや住まいづくりの講演会なども実施して注目を集めました。
主催：公益社団法人日本建築家協会北海道支部　共催：中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

JAPANESE WOOD FURNITURE SUMMIT

［会期］6月5日（火）～7月1日（日）
　　　10：30～18：30

［会場］中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館ステーションギャラリー

JIA EXHIBITION

［日時］6月21日（木）
　　　9：30～11：00

［会場］イオンモール旭川駅前4F 「イオンホール」

ゲストスピーカー／NPO法人フォレストリンク代表理事　白鳥 芳洋氏　　　モデレーター／JDN取締役 ブランドディレクター　山崎 泰氏
参 加 企 業／［カリモク家具］マーケティングセンター　新規事業部課長　池田 令和氏、 ［カンディハウス］常務取締役企画本部本部長　染谷 哲義氏
　　　　　　　［天童木工］ホームユース事業部部長　永坂 英樹氏、 ［飛驒産業］取締役営業企画室室長　森野 敦氏、 ［ワイス・ワイス］営業部企画開発課チーフ　野村 由多加氏
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建築家 宮脇 檀 没後20年展

椅子研究家織田憲嗣氏のコレクションを活用して、２つの展覧会が行われました。旭川市内ではチェアーズギャラリーでの最後の企画展として、IFDA初代審

査委員長でもある「建築家 宮脇檀 没後２０年展」を実施しました。宮脇氏が愛用していた名作椅子やデスクまわりの筆記用具、また住宅模型や図面などを

展示しました。
主催：旭川デザイン協議会、織田コレクション協力会

東川町では東川町複合交流施設「せんとぴゅあI」において、日本・スウェーデン外交関係樹立１５０周年を記念した「スウェディッシュグレイス展」を実施しました。

ADW開催時期はセラミックやガラス、木のものを中心に展示しました。
主催：東川町

ODA COLLECTION

［会期］6月5日（火）～24日（日）
　　　10：00～18：00 月曜休館

［会場］チェアーズギャラリー

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念
「スウェディッシュグレイス展ーExhibit ion of Swedish Grace」
［会期］2018年4月21日（土）～2019年3月31日（日）
　　　10：00～17：00 月曜休館

［会場］東川町複合交流施設「せんとぴゅあⅠ」ギャラリー
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2018年 旭川工芸デザイン協会設立30周年展
今年で設立３０周年を迎える旭川工芸デザイン協会が、木工やガラス、陶芸、染色の会員作家たちによる展覧会を行いました。招待作家展として「旭川木の

モノ組合」の作品も展示。展覧会初日（ADW会期前）には旭川におけるクラフトデザインについての講演会も開かれました。
主催：旭川工芸デザイン協会

PLAN DE SPOON「プロが削る木のスプーン達」
北海道カバ材のキット「自分でつくる木のカトラリー」を使って、プロの木工職人やデザイナーたちが趣向を凝らしたスプーンを製作。ひとりひとりの造形感覚と審美

眼が個性を放つ、35の作品がじっくり見られる展覧会が開かれました。会場内では同じキットを使ったワークショップもあり、大人も子どもも手を動かして楽しみました。
主催：（有）エフ・ドライブデザイン　企画・監修：シロロデザインスタジオ

ACDA EXHIBITION

［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　9：00～17：00

［会場］8条通ビルヂング 2F

SPOON PROJECT

［会期］6月12日（火）～24日（日）
　　　10：00～18：00 （最終日は17：00終了） 月曜休館

［会場］デザインギャラリー
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旭川木工コミュニティマーケット
2009年から続いている「旭川木工コミュニティキャンプ（AMCC）」は、今年5月に10回目を開催しました。そのキャンプでの出会いから生まれた「コド木工」

「104Project 天使のコシカケ」をはじめ、「10年間で生まれたモノ」「参加している人たちがつくるモノ」を、AMCCの拠点になっているキトウシ森林公園の物産

コーナーにて展示、販売しました。　主催：旭川木工コミニティキャンプ（AMCC）実行委員会

Asahikawa Furniture & Kvadrat at USAGIYA

［会期］5月18日（金）～6月30日（土）
　　　8：30～17：30

［会場］キトウシ森林公園 物産コーナー

AMCC MARKET

［会期］6月17日（木）～24日（日）
　　　10：00～19：00（土日は17：00閉店）

［会場］USAGIYA旭川本店

Asahikawa Furniture & Kvadrat at USAGIYA
「日本茶との新しい付き合い方」をデザインするブランド「USAGIYA」。そのカフェ空間で、ヨーロッパを代表するテキスタイルメーカー「Kvadrat（クヴァドラ）」社の

テキスタイルを採用した製品やインスタレーションを展示しました。期間中にはKvadrat社のプレゼンテーションも実施し、交流会も開催しました。
主催：（株）兎屋
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ADW FAMILY &  WEEKEND EVENT

ADWファクトリーツアー
「家具づくりの源流にふれる旅」
［ 日 時 ］6月23日（土） 9：30～12：00
［見学先］旭川銘木（東川町）、
　　　　タイム アンド スタイル（東川町）

親子ものづくり体験教室～職人さんと家具をつくろう～

小学4～6年生を対象に、「親子ものづくり体験教室」を実施。18名の親子が「くさび」や「ほぞ」により、「釘をつかわない」本格的な木製スツールづくりに

挑戦しました。

［日時］6月24日（日）
　　　13：30～16：00

［会場］旭川デザインセンター

東川へのファクトリーツアーを企画。市民11名が、旭川市工芸センターとタイム アンド スタイルの担当者の案内で、家具の表面材となる突板の工場と家具

メーカーを見学しました。
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２０１６年に続き、近隣自治体との連携イベントを行いました。中川町、当麻町、下川町、東川町、東神楽町、上川町の６町で、地域ごとの特徴が生きた

デザインイベントが企画され、112名が参加しました。

SIX NEIGHBORING EVENT
足をのばしてデザイン＆自然満喫！
［６つの隣りまちイベント］

［日時］6月19日（火）～20日（水）
中川町フォレストツーリズム「旭川家具のふるさとを巡る旅」

［日時］6月21日（木） 13：00～16：00
全部ある当麻町「当麻町には全部あるんです」

［日時］6月22日（金） 8：30～17：30
下川町SDGsへの取り組み「持続可能で豊かな森の生活を知る」

［日時］6月23日（土） 8：30～15：30 
東川スタイル「東川町と国立公園の歩き方」

［日時］6月24日（日） 10：00～12：00・13:00～15：00 ※１日２回
ものづくりワクワクワークショップ（東神楽町）

［日時］6月23日（土）・24日（日）
　　　①13：00～ アロマスプレーづくり　②14：30～バスソルトづくり

大雪山大学出張講座「香育とアカエゾマツのアロマワークショップ」（上川町）

19



ADA 巡る、まちのデザイン展
旭川のまちでデザイン活動をする、旭川デザイン協議会（ADA）会員による展覧会。広告デザイン、地域デザイン、インテリアデザイン、それぞれの切り口で、３カ所

同時に「旭川のデザイン」を展示しました。

GRAPHICS

HOPPING AROUND THE EXHIBITION OF
DESIGN OFFICES IN TOWN
［会期］6月20日（水）～24日（日）
　　　 10：00～18：00

［会場］Des ign  peaks&20%、デザイン事務所カギカッコ、デザイントーク

グラフィック
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さいとうデザイン工房 ササキ工芸 ソファー工舎 大雪木工

［会期］6月20日（水）～24日（日）

［会場］旭川デザインセンター 他

MANUFACTURERS

アーリー・タイムス アルファ アイスプロジェクト アルフレックス ジャパン いさみや

インテリア北匠工房 ウッドワーク エフ・ドライブデザイン オークラ

ガージーカームワークス 加藤木工 河本家具工業 カンディハウス

木と暮らしの工房 クリエイトファニチャー 工房橅 工房ペッカー

工房まみあな／むう工房 工房宮地 古径コスモ コサイン
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＜参加企業・団体＞

○アーリー・タイムス アルファ ○アイスプロジェクト ○明石木工製作所 ○アルフレックス ジャパン ○いさみや ○インテリアナス ○インテリア北匠工房 ○ウッドパーツ 

○ウッドワーク ○エフ・ドライブデザイン ○オークラ ○ガージーカームワークス ○加藤木工 ○河本家具工業 ○カンディハウス ○北の住まい設計社 ○木と暮らしの工房 

○クリエイトファニチャー  ○工房橅 ○工房ペッカー ○工房まみあな ○工房宮地 ○古径コスモ ○コサイン ○さいとうデザイン工房 ○さくら工芸 ○ササキ工芸 
○ソファー工舎 ○大雪木工 ○タイム アンド スタイル ○匠工芸 ○プランリビング ○フレスコ ○宮田産業 ○むう工房 ○メーベルトーコー ○山岡木材工業 ○よしの工芸 

○ルートにし ○ワカサ ○ドリーミィーパーソン ○旭川・家具工房連 ○ウサミ木工 ○滝澤ベニヤ ○山上木工 

［会期］6月20日（水）～24日（日）

［会場］旭川デザインセンター 他

MANUFACTURERS

タイム アンド スタイル 匠工芸 宮田産業 メーベルトーコー

山岡木材工業 よしの工芸 ワカサ ドリーミィーパーソン 

山上木工旭川・家具工房連 ウサミ木工 滝澤ベニヤ
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OFFICIAL SPONSOR

小林通商㈱

CONTINENTAL HARD WOOD,INC.

㈱コンピューター・ビジネス

㈲札幌京屋

札幌テレビ放送㈱

㈱札幌北洋リース

サントリービバレッジサービス㈱

㈱シーズン

㈱JTB北海道事業部旭川オフィス

社会保険労務士中野則武事務所

㈱車楽自工

シュタク デザイン ラブ

㈱商工組合中央金庫旭川支店

㈱須田製版旭川支社

税理士法人 中央総合会計

㈱ゼロファーストデザイン

㈱総北海

㈱外崎工作所

ソメスサドル㈱

空知単板工業㈱

損害保険ジャパン日本興亜㈱

㈱大栄

大雪地ビール㈱

太陽工業㈲

㈱大和パッケージ

㈱TAKAO 札幌支店

㈱髙畑東京営業所

㈱竹道

津田石油商事㈱

㈱テレビ北海道

㈲ティユーシー

アートホテル旭川

㈱ＩＡ研究所

アイカ工業㈱

㈲藍工房

㈱アイビックダスキン大町支店

㈲アキヤマ自工

アキレス㈱

㈱アサヒ旭川営業所

「あさひかわ新聞」北のまち新聞社

㈲旭川銘木

（協）旭川木工センター

㈲アサヒ総合保険事務所

アサヒ塗料興産㈱

AL GRAIN Co.,Ltd.

アルテック㈱旭川営業所

㈱石狩ガラスセンター

イメージナビ㈱

iｌ dono （イル・ドーノ）

㈲インテリア平田塗装

㈲ウイン装硝

上野ファーム

㈱Wood-Coat

HBC北海道放送

㈲エイム

㈲エス・エス・ケイ

Ns技建

ＮＤラボラトリー

エノ産業㈱

MS札幌㈱旭川支店

㈲遠藤鋸工業所

㈲笈川刃物工業

㈱大谷

㈲岡田商会

㈱片桐紙器

北海道芸術デザイン専門学校

河上合同事務所

㈱川善商店

「北かり」三葉製菓㈱

㈱北日本広告社

北日本木材㈱

㈱北廊

㈱共立商会

㈱キョクサン

旭三商事㈲

旭東清掃㈱

旭陽電機㈱

きわめ商会

Kvadrat Japan㈱

空間倉庫輸送㈱

㈱クリエストン

クローバーシステム㈱

㈱Ｋ・Ｔエレクトロシステム

建築模型製作所ブロック・エム

広葉樹合板㈱

国際空輸㈱

五光トータル防災㈱

㈱コジマ

コセンティーノ・ジャパン㈱

小鳩交通㈱

㈲デザインピークス

㈲テッド

㈱デンザイ

㈱電通北海道旭川支社

東邦木材㈱

道北飲料㈱

登楊建設㈲

トーヨーソフランテック㈱

トヨタＬ＆Ｆ旭川㈱

㈱トヨタレンタリース旭川

中村鐵工㈱

中村元弥法律事務所

㈱20パーセント

日新運輸㈱

日本航空㈱

日本生命保険相互会社旭川支社

ネッツトヨタたいせつ㈱

（医）はらだ病院

㈱冨貴堂ユーザック

㈱フジエテキスタイル

富士ゼロックス北海道㈱

㈲富士マテリアル

㈱藤丸

㈱フタバ

㈲古久保ネーム工場

㈲プロテック

㈱ベスト保険サービス

㈱北洋銀行旭川中央支店

㈱北陸銀行旭川支店

㈱北海道家具輸送

㈱北海道銀行旭川支店

北海道コカ・コーラボトリング㈱

㈱北海道新聞社旭川支社

㈱北海道総合保険事務所

北海道テレビ放送㈱

北海道文化放送㈱

北海道北三㈱

北海道ロア工房㈱

北興運輸㈱

㈱前田理工

㈱町家

マルウン商事㈱（旭川まるうんトラベル）

丸信衛生工業㈱

MERRY BAR

ミドリオートレザー㈱

㈱ミルデザイン

㈱ムラオカディーワークス

㈱銘林旭川営業所

㈱メルセン

㈱森傳

山田木材工業㈱

ヤマトホームコンビニエンス㈱旭川支店

ユーザーサイド㈱

吉宮建設㈱

㈱ライナーネットワーク

㈱リラ

オフィシャルスポンサー

OFFICIAL PARTNER
オフィシャルパートナー

旭川空港ビル㈱

旭川信用金庫

旭川デザイン協議会

㈱VOREAS

㈱エイチ・アイ・エス

㈱太田硝子店

㈱オクノ

上川町（大雪山大学）

クロスホテルズ㈱クロスホテル札幌

㈱クールスター

KDDI㈱

㈱コーエキ

サッポロビール㈱北海道本社

下川町（下川町産業活性化支援機構）

昭和木材㈱

㈱壺屋総本店

藤栄運輸㈱

当麻町

中川町

野口観光グループ 層雲峡朝陽亭

㈱野口ハードウェアー

㈱ハーフェレジャパン

東神楽町

東川町東川ブランド発信課

（一社）ひがしかわ観光協会

㈱東川振興公社

北都運輸㈱

星野リゾート　OMO7 旭川

三津橋産業㈱

メッセフランクフルト ジャパン㈱

レクサス旭川
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