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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）、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）、染谷 哲義（カンディハウス）、永原 大介（北廊）
佐々木 雄二郎（ササキ工芸）、長谷川 将慶（大雪木工）、中井 賢治（匠工芸）、吉田 安志（プレステージジャパン）、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）、鈴木 三千仁（オブザーバー・旭川市工芸センター）

ASAHIKAWA DESIGN WEEK

［総来場数］ 18,000名
■旭川デザインセンター　7,564名（2018年／6,843名　110％）

■グエナエル・ニコラスペシャルトークイベント　130名

■国産材家具サミット　103名

■特別講演「デザイン経営宣言と特許庁の取組」　110名

■ADWファクトリーツアー　16名

■織田コレクション「バウハウス展」・「ノルデザイン展」　1,296名

■旭川工芸デザイン協会展　953名

■JIA「バウハウスと旭川」展　1,475名

■君の椅子プロジェクト at 旭川美術館　3,807名

■jobin.×折笠恵子2人展「Heaven&Earth」　324名

■旭川木工コミュニティキャンプ　56名

■VEGESUSHIベジ寿司づくり、カギカッコ×高橋工芸展　134名

■Tドライブプロジェクト、プロが削る木のスプーン達　2,014名

■隣まちイベント　39名（中川町／9名、東神楽町／30名）

節目の5回目となるASAHIKAWA DESIGN WEEK 2019は、「クロスオーバー」をテーマとして、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、インテリアデザイナーのグエナエル・ニコラ氏とデンマークのテキスタイル

メーカー・クヴァドラによるスペシャルインスタレーションを実施。また、旭川デザインセンターにおいてトークイベントやパーティを

開催するなど、より多くの参加者が集う拠点として位置付けられました。さらには旧事務所棟のリノベーションなども多くの話

題を振りまき、「くらしとデザインの広場」となった5日間でした。

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、北海道上川総合振興局、旭川デザイン協議会

2019年6月19日（水）～23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）
旭川市、東川町、東神楽町の各メーカー、工房、ショップほか

■ADWパーティ　435名

■親子ものづくり体験教室　14名

■旭川デザイン協議会 三都市+ONE「北海道 食のデザイン展」　713名

■アロマワークショップ　66名

［その他イベント来場数］
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デンマークで1968年に創業したテキスタイルメーカーのKvadratは、北欧の伝統に根ざ
したデザインをルーツとしながら、さまざまな分野のアーティストと最高品質のテキスタイルを
生み出しています。現在Kvadratのテキスタイル製品は、150種類、3500色以上のカラー
で豊富なバリエーションを展開しており、世界で活躍する建築家、デザイナーだけでなく、
一流家具メーカーの張り地としても採用されています。

ASAHIKAWA DESIGN WEEKADW SPECIAL INSTALLATION

メイン会場の入り口では、約750枚のファブリックでつくられた幻想的なトンネルが来場者を迎えました。デザインは、ファッションブランドなどの空間デザインで世界

的に知られるフランス人デザイナー、グエナエル・ニコラ氏。「Nature Palette」をテーマに、旭川の自然から発想した世界観を、デンマークのテキスタイルメー

カークヴァドラ社の色彩豊かな布で表現しました。

グエナエル・ニコラ スペシャルインスタレーション
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　 9：00～18：00（19日は17：00まで）
［会場］旭川デザインセンター

Kvadrat （クヴァドラ）
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ADW SPECIAL TALK EVENT

今回のスペシャルインスタレーションを担当したグエナエル・ニコラ氏によるトークイベント。日本を拠点に世界のグローバルブランドの空間デザインを手掛けるニコラ

さんの、これまで展開してきたさまざまな仕事について、貴重な映像を交えて語っていただきました。

主催／東川町

東川町デザインスクール グエナエル・ニコラ スペシャルトークイベント
［日時］6月19日（水）
　　　15：00～16：00

［会場］旭川デザインセンター

1966年フランス生まれ。1998年キュリオシティ設立。インテリア、プロダクト、グラフィックなど
シームレスに活躍。日本をベースにしながらもモンクレール、ドルチェ＆ガッバーナ、ヴェル
サーチェなど国際的なプレステージブランドの店舗デザインを担当。GINZA SIXの内装
デザインも手掛けた。

Gwenael Nicolas （グエナエル・ニコラ）
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EXHIBITION

「Crossover」をテーマに展開する今回のADW。新しくレイアウトが変更された旭川デザインセンターで、国内外でグローバルに活躍するデザイナーとのコラボ

レーションによる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
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　 9：00～18：00（19日は17：00まで）
［会場］旭川デザインセンター
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EXHIBITION
旭川家具エキシビション
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　 9：00～18：00（19日は17：00まで）

［会場］旭川デザインセンター
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OPEN FACTORY & ASAHIKAWA FULL COURSE

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。今年も多くのメーカーが工場とショールームを解放してお客様をお迎えしました。木材

の製材から始まり家具が完成するまでの工程を説明を交えて紹介しました。週末には地元住民に向けてワークショップ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、見学される方に地元の味を楽しんでもらおうと、各社趣向を凝らしたおもてなしメニュー用意。

スイーツにはじまりお蕎麦、ジンギスカン、ラクレットのメニューがありました。

オープンファクトリー&旭川フルコース
［会期］6月19日（水）～23日（日）

［会場］各家具メーカー／ショールーム・工場
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OPEN FACTORY &  ASAHIKAWA FULL COURSE
オープンファクトリー&旭川フルコース
［会期］6月19日（水）～23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

今年は旭川デザインセンターに開催場所を変更してパーティを実施。「かみかわフードツーリズム」とのコラボレーションにより地元食材を活用して、多彩なメ

ニューでお客様をお迎えしました。パーティは435名の参加者があり親密なコミュニケーションを測ることができました。

ADWパーティ at 旭川デザインセンター
［日時］6月19日（水）
　　　17：00～19：00

［会場］旭川デザインセンター
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前回大好評だった「旅するキッチンバス～CRUISE KITCHEN～」が、今年も旭川デザインセンターに登場。北海道の人気店が、旭川・上川産を中心とした

新鮮食材で「かみかわキュイジーヌ」を仕立てました。

［ランチタイムに登場したお店］

19日（水） ベルクラシック旭川（旭川）、20日（木） スープカレー らっきょ（札幌）、21日（金）  kutta＋雪屋＋Palemta（旭川）、22日（土） 果実倶楽部818（札幌）、

23日（日） くいものBAR ヴィーコロ（旭川）

協力／かみかわ食べものがたり

旭川を含む上川地域のおいしいものを集めた「かみかわ食べものがたり」。その中から、食のセレクトショップ「北海道くらし百貨店」が専門家の視点でチョイスした

味が並びました。

協力／かみかわ食べものがたり

ADW     KAMIKAWA FOOD TOURISM

ADW食べものがたりマルシェ ～powered by 北海道くらし百貨店～
［会期］6月22日（土）・23日（日）
　　　10：00～18：00

［会場］旭川デザインセンター 野外特設会場

ADW食べものがたりダイニング
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　ランチ11：30～
［会場］旭川デザインセンター 野外特設会場
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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初めて40％を

超え、その成果をパネルにて展示。技能五輪国際大会において、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15の国

際大会に出場しています。特に2007年の静岡から2019年のカザンまでは8大会連続の出場。今回カザン出場予定の㈱ガージーカームワークス、山口智大さん

の練習課題作品を展示しました。

KOKONOKI NO KAGU HOKKAIDO PROJECT
WORLDSKILLS COMPETITION

KIMINO ISU PROJECT / KIMINO ISU PROJECT at ASAHIKAWA MUSEUM OF ART

全国７町村が参加し、生まれた赤ちゃんに木の椅子を贈るこの取り組みは今年で14年目。東日本大震災の被災地の子どもたちに贈った「希望の君の椅子」を

含め、この春15個目となるモデルが誕生しました。2019年版はスウェーデンのデザイナーで、旭川家具と関わりの深いスチウレ・エング氏のデザインとなり、説明

パネルと共に3脚の椅子を展示しました。また、旭川美術館でも君の椅子プロジェクトの全作品を展示しました。

君の椅子プロジェクト
［会期］6月19日（水）～23日（日） 9：00～18：00（19日は17：00まで）

［会場］旭川デザインセンター

君の椅子プロジェクト at 旭川美術館
［会期］4月27日（土）～9月1日（日） 9：30～17：00（入場は16：30まで）

［会場］北海道立旭川美術館

ここの木の家具・北海道プロジェクト／技能五輪国際大会
［会期］6月19日（水）～23日（日） 9：00～18：00（19日は17：00まで）　　［会場］旭川デザインセンター
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創設100周年記念 バウハウス展 ─織田コレクションから─

産業デザインという捉え方でモダンデザイン教育をしたバウハウス。その近現代社会に与え続けている思想的、実践的影響は大きく、世界の芸術系大学のモデ

ルにもなりました。この展覧会では、同校で教鞭を取ったデザイナーや卒業生による家具、照明、ガラス器のほか、織田コレクションの中でもごく貴重なものをご覧

いただきました。日本人初のバウハウス留学者山脇巌・道子夫妻の「欅」をはじめ、絶版となった歴史的名著も見どころでした。

主催／東川町　協力／織田コレクション協力会、旭川家具工業協同組合

アメリカの２大家具メーカーのひとつknoll社は、専属デザイナーがバウハウス出身であり、近代的な美を追求する同校の教育の系譜を引き継いだメーカーとい

えます。「夢中になって集めた時期があって」そのほとんどを所蔵している織田憲嗣氏が、自ら厳選して展示するという初めての切り口の展覧会。バルセロナチェア

の製作図面から、重要な来客のためのノベルティまで、大変珍しいコレクションが登場しました。

主催／東川町、協力／Knoll Japan株式会社、織田コレクション協力会、旭川家具工業協同組合

ODA COLLECTION

［会期］5月11日（土）～7月3日（水）
　　　10：00～17：00 月曜休館（祝日の場合開館）

［会場］東川町複合交流施設せんとぴゅあⅠ ギャラリー2

近代デザイン史を飾ったノルデザイン展 ─織田コレクションから─
［会期］4月6日（土）～9月29日（日）
　　　10：00～17：00 月曜休館（祝日の場合開館）

［会場］東川町複合交流施設せんとぴゅあⅠ ギャラリー1
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JAPANESE WOOD FURNITURE SUMMIT

国産材を使った家具づくりに積極的に取り組むメーカーが産地や地域を越えて集結する、貴重な情報交換の場「国産材家具サミット」。最新利用事例のプレ

ゼンテーションに加え、4年目となる今回はゲストスピーカーに北海道大学の吉田俊也教授を迎えました。「生態系の保全と両立する林業・森林管理」を研究

テーマとし北海道の森の生態系を熟知する吉田教授とともに、国産材の可能性について語り合いました。

ゲストスピーカー／北海道大学北方生物圏フィールド科学センター教授  吉田  俊也氏　　　ゲストトーク／旭川家具工業協同組合 代表理事　渡辺  直行　　　モデレーター／JDN 取締役　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 新規事業部主席　池田 令和氏　［カンディハウス］常務取締役営業本部本部長・企画本部本部長　染谷 哲義氏
　　　　　　　［天童木工］企画部企画課・商品開発課課長　松橋 孝之氏　［飛騨産業］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

SPECIAL LECTURE

講演者  特許庁CDO（デザイン統括責任者）・特許技監 嶋野 邦彦氏

経済産業省・特許庁は2018年5月23日、「デザイン経営宣言」を発表し、中央省庁で初めてデザイン統括責任者（CDO）を設置しました。その統括責任者嶋野

邦彦氏による、庁内におけるデザイン経営の実践や、デザイン思考を取り入れたサービスの改善、提案などについての講演がありました。

主催／旭川市、あさひかわ創造都市推進協議会

第8回国産材家具サミット
［日時］6月20日（木）
　　　10：30～12：00
［会場］旭川デザインセンター

特別講演「デザイン経営宣言と特許庁の取組」
［日時］6月20日（木）
　　　15：00～16：00
［会場］旭川デザインセンター
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バウハウス創立100周年記念 JIA「バウハウスと旭川」展
［会期］6月4日（火）～23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

広い北海道の遠く離れたまちで活動するデザイナーたちが、年に一度集まってデザインをキーワードに互いに刺激し合う「三都市デザイン交流会議（AOH＋

１）」。今年の会場となった旭川では、帯広、函館、旭川から食に関連するさまざまなデザインを集めた企画展を開催しました。

主催／旭川デザイン協議会、企画・運営／旭川広告デザイン協議会

1919年、時代に先駆けるモダンデザインの研究・教育の拠点としてドイツ・ヴァイマールに設立されたバウハウス。その半世紀後、バウハウスをモデルとして旭川に

開設され多くの人材を輩出した東海大学芸術工学部。2つの大学の歴史を振り返りつつ、現在旭川で設置へ向け準備が進む、デザイン系学部を持つ大学

のあるべき姿を探る展示会を開催しました。

主催／公益社団法人 日本建築家協会北海道支部旭川地区会、中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

ADA EXHIBITION 

JIA EXHIBITION

旭川デザイン協議会　三都市＋ONE「北海道 食のデザイン展」
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　10：00～18：00
［会場］旭川市民ギャラリー
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同じキットから生まれたとは思えない、多彩な表現が来場者を惹き付けた昨年に続いての開催。デザイナーや木工職人が個性を発揮したスプーンの展示を行

いました。

主催／有限会社エフ・ドライブデザイン、企画・監修／シロロデザインスタジオ

「森とまちと人ともの」の在り方やつながりを考え活動してきた、旭川木工コミュニティキャンプ［AMCC］。今年は、その10年の活動を振り返りつつ、次の10年を考

える区切りの一年にしようと、パネル展＆１泊2日のキャンプを同時開催しました。

主催／旭川木工コミュニティキャンプ（AMCC）実行委員会

SPOON PROJECT

AMCC EXHIBITION 

企画展  PLAN DE SPOON「プロが削る木のスプーン達」
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　9：00～18：00（19日は17：00まで）
［会場］旭川デザインセンター別棟

AMCC 10年の活動パネル展
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　9：00～18：00（19日は17：00まで）
［会場］旭川デザインセンター
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2018年に設立30周年を迎えた、旭川のものづくりの厚みと広がりを象徴する「ACDA」。木工やガラス、陶芸、染色などの作家たちが一堂に会し、その個性を会

場いっぱいに表現。今年は会員特別展として「早見賢二・鳥の世界」展を開催。またサブイベントとして、ACDA＆旭川木のモノ組合による「旭川クラフト市場」

で作品を展示販売いたしました。

主催／旭川工芸デザイン協会

毎年人気の木工体験教室は、今年も良質な家具材で、釘を使わない本格的なスツールを製作。小学４～６年生のお子様と保護者が対象で、技術者が完成

までサポート。前日の土曜日には竹とんぼのワークショップも開催しました。

ACDA EXHIBITION

ADW FAMILY & WEEKEND EVENT

ACDA 旭川工芸デザイン協会展2019
［会期］6月11日（火）～23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

親子ものづくり体験教室～職人さんと家具をつくろう～
［日時］6月23日（日）
　　　10：00～12：00
［会場］旭川デザインセンター
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アカエゾマツ、トドマツ、ラベンダー、ハッカなどの北海道産天然アロマをベースに、お好きな香りをブレンドして“私だけの香り”をつくるワークショップを開催。会場１

階のインスタレーションスペースのADWオリジナルの香りの販売もありました。

監修／アロマ専門店「グラース」

ADW FAMILY & WEEKEND EVENT

週末企画として好評のファクトリーツアー、今年は旭川市内の2社の工場とショールームを見学しました。旭川を代表する創立43年の㈱ササキ工芸と、ショー

ルームを新設したばかりの㈱ガージーカームワークスをバスでご案内。旭川工芸センター職員が同行しました。

話題のメーカーを見学するADWファクトリーツアー
［日時］6月22日（土）
　　　9：30～12：30
［見学先］ササキ工芸・ガージーカームワークス

アロマワークショップ 北海道の香りでオリジナルグッズをつくろう!
［日時］6月22日（土）・23日（日）
　　　11：00～16：00 随時受付
［会場］旭川デザインセンター 2F
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ワークショップ「VEGESUSHI（ベジ寿司）づくり」×高橋工芸×カギカッコ
［日時］6月22日（土） 13：00～
　　　6月23日（日） 13：00～、17：00～
［会場］デザイン事務所カギカッコ ギャラリースペース

地元の野菜でケーキのようなVEGESUSHI（ベジ寿司）をつくりるワークショップを開催。講師はパリ、ニューヨークなど国内外で活動するフードクリエイターでデ

ザイナーのGEN（市角壮玄）さん。旭川のクラフトメーカー高橋工芸の器を使用しました。6月11～21日10：00～17：30は「カギカッコ×高橋工芸展」も開催。

jobin.×折笠恵子2人展「Heaven&Earth」×
8条通ビルヂング
［会期］6月19日（水）～23日（日）
　　　 9：00～19：00（最終日は17：00まで）
［会場］８条通ビルヂング２F

水盤に浮いたキャンドルの熱で発生する上昇気流で、モビールが緩やかに動く、北海道の空と大地を思わせるインスタレーションの展示。会場は、建築模型製

作所ブロック・エムが運営する「8条通ビルヂング」のアートが映えるシェアスペース。「パートナーの仕事展 in ASAHIKAWA」も同時開催しました。

企画／P∞ARTNER（パートナー）、協力／建築模型製作所ブロック・エム

SPACE    CREATORS
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NEIGHBORING EVENT
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18日（火）～19日（水）

ご近所さんのオープンアトリエ
［会期］6月20日（木） 16：00～20：00、
　　　6月21日（金） 16：00～19：00、
　　　6月22日（土）・23日（日） 15：00～19：00
［会場］星野リゾート OMO7 旭川

中川町フォレスト・ツーリズムの1日目は、森のプロが案内するガイドウォーク＆地元食材の焚火ランチ、針葉樹の伐倒収穫体験。2日目は木工作家髙橋綾子さんを

講師に、初日に収穫した針葉樹を使ったコースターづくり体験を実施しました。
主催／中川町

東神楽フラワーフェスタ
ものづくりワクワクワークショップ
［日時］6月23日（日）10：00～12：00、13：00～15：00 ※1日２回
［会場］ひがしかぐら森林公園

東神楽町で開催されたワークショップは地元家具メーカーの職人と一緒に、折りたたみスツールを製作しました。

主催／東神楽町

旭川市内の「OMO7 旭川」では、ご近所さんのオープンアトリエと題し、ホテルのご近所のレザークラフトやバッグなどの作家や、チーズ工房やカフェなども出展

しました。

19



GRAPHICS
グラフィック

ADW SHUTTLE TAXI & BUS
ADWシャトルタクシー&バス

今年からシャトルタクシーとバスの利用は、チケット購入制に変更となりました。従来の路線から、「旭川駅～旭川デザインセンター」間の便を早朝便のみならず

日中もバスを運行し、さらには東神楽・東川のメーカー間を運行するジャンボタクシーを新設しました。また、お客様の休憩用にベンチ型バス停が登場するなど

話題を呼びました。
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［会期］6月19日（水）～23日（日）

［会場］旭川デザインセンター 他

MANUFACTURERS

工房まみあな

工房宮地 古径コスモ コサイン

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 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 工房ぶな 工房ペッカー

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 タイム アンド スタイル
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［会期］6月19日（水）～23日（日）

［会場］旭川デザインセンター 他

MANUFACTURERS

匠工芸

山岡木材工業工

宮田産業 むう工房 メーベルトーコー

山室家具製作所 よしの工芸 ワカサ

ドリーミィーパーソン 旭川・家具工房連 山上木工 

＜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 ○工房ぶな ○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 ○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 ○山室家具製作所 

○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 ○山上木工 
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OFFICIAL SPONSOR

大雪地ビール㈱

太陽工業㈲

㈱TAKAO 札幌支店

高倉塗料興産㈱

㈱髙畑東京営業所

ダスキン大町支店

津田石油商事㈱

㈲ティユーシー

㈲デザインピークス

㈲テッド

㈱デンザイ

㈱電通北海道旭川支社

東京センチュリー㈱

東邦木材㈱

道北飲料㈱

トーヨーソフランテック㈱

㈱トヨタレンタリース旭川

中谷商事㈱

中村鐵工㈱

㈱20パーセント

日新運輸㈱

日成工機㈱

日本航空㈱

日本生命保険相互会社 旭川支社

㈱ノヴェロ旭川支社

㈱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

アートホテル旭川

アイカ工業㈱

㈲藍工房

アキレス㈱

㈱アサヒ旭川営業所

㈲旭川銘木

㈿旭川木工センター

㈲アサヒ総合保険事務所

アルテック㈱旭川営業所

(一財)あんしん財団

㈱石狩ガラスセンター

出光リテール販売㈱

イメージナビ㈱

㈲インテリア平田塗装

㈲ウィンテック

㈱Wood-Coat

㈲エイム

㈲栄和工芸

㈲エス・エス・ケイ

エノ産業㈱

MS札幌㈱

エムスタジオ㈲

㈲遠藤鋸工業所

㈲笈川刃物工業

㈱大谷

㈲岡田商会

㈱片桐紙器

㈱川善商店

カワモト白衣㈱

㈱北日本広告社

北のまち新聞社「あさひかわ新聞」

㈱共立商会

旭三商事㈲

旭東清掃㈱

きわめ商会

空間倉庫輸送㈱

㈱Ｋ・Ｔエレクトロシステム

コイズミ照明㈱

広葉樹合板㈱

国際空輸㈱

五光トータル防災㈱

㈱コジマ

小林通商㈱

CONTINENTAL HARD WOOD,INC.

㈱コンピューター・ビジネス

札幌テレビ放送㈱

㈱札幌北洋リース旭川支店

㈱シーズン

㈱JTB北海道事業部旭川オフィス

㈱車楽自工

㈱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

㈱総北海

㈱外崎工作所

ソメスサドル㈱

㈱ダイイチプラニング

㈱大栄

㈱フタバ

㈱フレアサービス

㈲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

㈱北海道経済 

㈱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㈱旭川支社

北海道文化放送㈱

北海道北三㈱

北健ビル管理㈱

㈱前田理工

㈱町家

マナトレーディング㈱

マルウン商事㈱旭川まるうんトラベル

丸信衛生工業㈱

ミドリオートレザー㈱

㈱ミルデザイン

㈱メディアあさひかわ

㈱メルセン

㈱森傳

山田木材工業㈱

吉宮建設㈱

㈱ライトアート・コーポレーション

㈱デザイナート

藤栄運輸㈱

野口観光グループ 層雲峡朝陽亭

㈱野口ハードウェアー

東神楽町

㈱東川振興公社

東川町

㈱IA研究所

旭川空港ビル㈱

旭川信用金庫

旭川デザイン協議会

㈱エイチ・アイ・エス

㈱太田硝子店

北日本木材㈱

共立印刷㈱

㈱クールスター

KDDI㈱

㈱コーエキ

サッポロビール㈱北海道本社

昭和木材㈱

㈱壺屋総本店

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㈱

㈱ライナーネットワーク

レクサス旭川

オフィシャルスポンサー

OFFICIAL PARTNER
オフィシャルパートナー
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