
「シルバーアドバイザの店」登録店一覧表
富良野市

　市名 住           所 法   人   名 備考１
1 富良野市 朝日町１番２４号 (有)福寿司 富良野料飲店組合
2 富良野市 朝日町３番１１号 ぶっらすりー海風堂 富良野料飲店組合
3 富良野市 日の出町１２番２２号 富川製麵所 富良野料飲店組合
4 富良野市 日の出町７番１８号 食事処　ふじ家 富良野料飲店組合
5 富良野市 麓郷市街地５ 富良野とみ川 富良野料飲店組合
6 富良野市 幸町１３番１号 富良野とみ川マルシェ店 富良野料飲店組合
7 富良野市 朝日町４番２２号 炭焼倶楽部　やまどり 富良野料飲店組合
8 富良野市 日の出町１２番２３号 ドリームハウス金魚 富良野料飲店組合
9 富良野市 日の出町１２番２３号 凛 富良野料飲店組合
10 富良野市 日の出町１２番２７号 ラベンダー 富良野料飲店組合
11 富良野市 本町１番１４号 １shot BＡＲ５００ 富良野料飲店組合
12 富良野市 幸町 ブリッジ 五条商店会
13 富良野市 幸町 カラオケ喫茶　あした 五条商店会
14 富良野市 幸町 ブルームーン 五条商店会
15 富良野市 幸町 豚そば屋 五条商店会
16 富良野市 幸町 カフェレストラン　ビーグル 五条商店会
17 富良野市 幸町１２番１２号 ラルズマート 五条商店会
18 富良野市 幸町１２番８号 小玉家支店 五条商店会
19 富良野市 幸町１３番１号 フラノ・マルシェ 五条商店会
20 富良野市 幸町２番１５号 協和印刷商事㈱ 五条商店会
21 富良野市 幸町２番１８号 デジショップ　ユアサ 五条商店会
22 富良野市 幸町２番１９号 ㈱富良野典礼　水間造花店 五条商店会
23 富良野市 幸町２番２１号 ㈱日本通商 五条商店会
24 富良野市 幸町２番２２号 鮮弥 五条商店会
25 富良野市 幸町２番２４号 メンズ　ロード 五条商店会
26 富良野市 幸町２番２５号 大滝写真館 五条商店会
27 富良野市 幸町３番１２号 ヘアーサロン　ナラ 五条商店会
28 富良野市 幸町３番１３号 森高整骨院 五条商店会
29 富良野市 幸町３番１５号 蓮川商店 五条商店会
30 富良野市 幸町３番１号 フクシカメラ 五条商店会
31 富良野市 幸町３番３号 阿部塗料店 五条商店会
32 富良野市 幸町３番５号 トミヤ 五条商店会
33 富良野市 幸町３番８号 空知商工信用組合富良野支店 五条商店会
34 富良野市 幸町７番２１号 笑楽亭 五条商店会
35 富良野市 幸町７番２２号 (有)宮内設備工業 五条商店会
36 富良野市 幸町７番２４号 翠月 五条商店会
37 富良野市 幸町７番２５号 アップルツリー 五条商店会
38 富良野市 幸町７番２７号 メガネのデ・アイ 五条商店会
39 富良野市 幸町８番１１号 一久庵 五条商店会
40 富良野市 幸町８番２号 ふじい美容院 五条商店会
41 富良野市 幸町８番３４号 ホビーショップ　ササキ 五条商店会
42 富良野市 幸町８番７号 紅屋薬局 五条商店会
43 富良野市 末広町９番２号 吉本理容院 五条商店会
44 富良野市 日の出町 メナードエステサロンM 五条商店会
45 富良野市 日の出町１０番１５号 跡部設備工業 五条商店会
46 富良野市 日の出町１０番１７号 カマダ靴店 五条商店会
47 富良野市 日の出町１０番１９号 リカーショップ　あとべ 五条商店会
48 富良野市 日の出町１０番２１号 ふじ志ま 五条商店会
49 富良野市 日の出町１０番２２号 田じま 五条商店会
50 富良野市 日の出町１０番２２号 カフェ　ノルド 五条商店会
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51 富良野市 日の出町１０番２号 旭川信用金庫富良野支店 五条商店会
52 富良野市 日の出町１０番２号　２F すみれ商事㈱富良野支店 五条商店会
53 富良野市 日の出町１１番１３号 いわさ生花店 五条商店会
54 富良野市 日の出町１１番１４号 桑名園　ハリカ 五条商店会
55 富良野市 日の出町１１番１５号 まさ屋 五条商店会
56 富良野市 日の出町１１番５号 鎌ちゃん食堂 五条商店会
57 富良野市 日の出町１１番６号 泉山 五条商店会
58 富良野市 日の出町１１番８号 唯我独尊 五条商店会
59 富良野市 日の出町４番１６号 北洋銀行富良野支店 五条商店会
60 富良野市 日の出町４番１９号 ふらの海の花 五条商店会
61 富良野市 日の出町４番１号 auショップ富良野 五条商店会
62 富良野市 日の出町４番２３号 ふらの駅前歯科クリニック 五条商店会
63 富良野市 日の出町４番２３号 藤堂整骨院 五条商店会
64 富良野市 日の出町４番２４号 ㈱北印 五条商店会
65 富良野市 日の出町５番１０号 北海道銀行富良野支店 五条商店会
66 富良野市 本町８番１８号 白光舎 五条商店会
67 富良野市 朝日町１番１６号 ファッションハウス　さえき 事業所
68 富良野市 学田３区 北海道コカコーラボトリング㈱ 事業所
69 富良野市 学田３区 ヤマト運輸㈱富良野支店 事業所
70 富良野市 春日町８番１号 富桑工業㈱ 事業所
71 富良野市 桂木町１番１６号 トヨタカローラ道北株式会社 事業所
72 富良野市 北の峰町３５番２６号 ㈱今井石油 事業所
73 富良野市 幸町８番８号 ㈱フラノシグナス 事業所
74 富良野市 栄町１８番２０号 富良野消防署 事業所
75 富良野市 栄町１９番２号 ㈱サンエービルド工業 事業所
76 富良野市 島ノ下 ハイランドふらの 事業所
77 富良野市 清水山 ふらのワインハウス 事業所
78 富良野市 新富町３番１０号 旭川トヨタ自動車㈱富良野店 事業所
79 富良野市 住吉町５番６号 (有)上杉板金 事業所
80 富良野市 中五区 ㈱マルハニチロ北日本富良野工場 事業所
81 富良野市 中御料 北の峯病院 事業所
82 富良野市 中御料 富良野スキー場 事業所
83 富良野市 西扇山の１ ふらの自動車㈱ 事業所
84 富良野市 花園町１番６号 富良野小型運送㈱ 事業所
85 富良野市 花園町３番６０号 ㈱旭堂 事業所
86 富良野市 花園町３番７０号 日本通運㈱富良野支店 事業所
87 富良野市 日の出町４番１８号 ㈱鶴屋金物店 事業所
88 富良野市 日の出町５番５号 渡辺米店 事業所
89 富良野市 日の出町８番２５号 ㈱くりや 事業所
90 富良野市 本町６番２９号 中央アポロ石油㈱ 事業所
91 富良野市 本町６番３号 後田設備工材㈱ 事業所
92 富良野市 本町８番１号 大北土建工業㈱ 事業所
93 富良野市 緑町１番１７号 マツヤデンキ富良野店 事業所
94 富良野市 弥生町２番４２号 富良野地区森林組合 事業所
95 富良野市 弥生町５番５０号 富良野アミューズメント　アエルー 事業所
96 富良野市 若葉町1番1号 ㈱アラタ工業富良野支店 事業所
97 富良野市 若葉町２番２０号 日下石油倉庫㈱ 事業所
98 富良野市 若葉町６番７号 山本木材㈱ 事業所
99 富良野市 若葉町９番１０号 山崎木工製作所 事業所
100 富良野市 栄町１番１２号 ㈲高田看板 事業所
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101 富良野市 栄町２０番１号 北海道電力㈱富良野営業所 事業所
102 富良野市 花園町１番２０号 ㈱一戸電建 事業所
103 富良野市 花園町３番７５号 新和測量㈱富良野支店 事業所
104 富良野市 桂木町１番１６号 トヨタカローラ道北㈱富良野店 事業所
105 富良野市 桂木町２番７７号 医療法人社団  ふらの西病院 事業所
106 富良野市 幸町13番1号（ふらのマルシェ） 富良野物産公社株式会社 事業所
107 富良野市 字学田三区 ㈱ヤマサ 事業所
108 富良野市 字西扇山の1 ㈲中央ハイヤー 事業所
109 富良野市 字西扇山の１ ㈱増山建設 事業所
110 富良野市 字西扇山の２ 富良野自動車学校 事業所
111 富良野市 字中御料 新富良野プリンスホテル 事業所
112 富良野市 若松町１番１号 ホテルサンフラトン 事業所
113 富良野市 若松町３番１２号 ㈲今野自動車商会 事業所
114 富良野市 若葉町１０番３号 亀屋斉藤　石油部 事業所
115 富良野市 若葉町７番３号 ㈲おの電器 事業所
116 富良野市 春日町１２番１０号 ㈱コーケン 事業所
117 富良野市 新富町１番１０号 旭川トヨペット㈱富良野店 事業所
118 富良野市 新富町３番１３号 ネッツトヨタ旭川㈱富良野店 事業所
119 富良野市 朝日町１２番１号 ㈲藤田サイクル 事業所
120 富良野市 朝日町１３番６号 富良野通運㈱ 事業所
121 富良野市 朝日町１６番１８号 (有)富良野電装工業 事業所
122 富良野市 東町１５番５号 ㈱菊田建設 事業所
123 富良野市 北の峰１４番４６号 ホテルナトゥールヴァルト富良野 事業所
124 富良野市 北の峰９番２０号 エーデルヴェルメ 事業所
125 富良野市 北の峰町１４番３８号 ニユー富良野ホテル 事業所
126 富良野市 北の峰町２０番８号 ホテル　ベルヒルズ 事業所
127 富良野市 本町１０番５号 ㈱ダイヤ硝子店 事業所
128 富良野市 本町１２番２号 ㈲太田新聞販売所 事業所
129 富良野市 本町２番１８号 ㈲スギモト春ちゃん寿司 事業所
130 富良野市 本町２番３号 ㈱富良野タクシー 事業所
131 富良野市 末広町５番１５号 ㈱橋場ガラス 事業所
132 富良野市 末広町５番２号 ミスタータイヤマン富良野 事業所
133 富良野市 弥生町４番２２号 双葉車両工業㈱ 事業所
134 富良野市 弥生町４番２４号 ㈲山内モータース 事業所
135 富良野市 緑町１０番４３号 富良野浄化工業㈱ 事業所
136 富良野市 緑町９番１５号 ㈱デンセツ 事業所
137 富良野市 朝日町２番１０号 エーコープ旭川 新相生商店街振興組合

138 富良野市 朝日町４番１号 大道楽器店 新相生商店街振興組合

139 富良野市 朝日町４番５号 太田花店 新相生商店街振興組合

140 富良野市 朝日町４番７号 菓子司　新谷 新相生商店街振興組合

141 富良野市 朝日町６番２２号 テラスプルミエ 新相生商店街振興組合

142 富良野市 日の出町１番１３号 阿部呉服店 新相生商店街振興組合

143 富良野市 日の出町１番１５号 藤堂歯科医院 新相生商店街振興組合

144 富良野市 日の出町１番３号 勉強堂薬局 新相生商店街振興組合

145 富良野市 日の出町５番２６号 勝山商店 新相生商店街振興組合

146 富良野市 日の出町５番２７号 みどりや 新相生商店街振興組合

147 富良野市 日の出町５番２８号 サトーカメラ店 新相生商店街振興組合

148 富良野市 日の出町６番２号 亀屋斉藤商店 新相生商店街振興組合

149 富良野市 日の出町６番４１号 ニック 新相生商店街振興組合

150 富良野市 日の出町７番１号 旭屋横尾商店 新相生商店街振興組合
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151 富良野市 日の出町７番２０号 金星ストアー 新相生商店街振興組合

152 富良野市 本町１番２０号 タカラヤ時計店 新相生商店街振興組合

153 富良野市 本町１番２２号 日里商店 新相生商店街振興組合

154 富良野市 本町２番１号 越中屋 新相生商店街振興組合

155 富良野市 本町２番２７号 三番館 新相生商店街振興組合

156 富良野市 幸町 五条商店会 団体
157 富良野市 日の出７番３号 すずらん商店会 団体
158 富良野市 日の出町 ふらのへそくりカード加入商店会 団体
159 富良野市 日の出町 新相生通商店街振興組合 団体
160 富良野市 日の出町１番３０号 （社）ふらの観光協会 団体
161 富良野市 本町 本通り振興会 団体
162 富良野市 本町７番１０号 富良野商工会議所 団体
163 富良野市 弥生町1番1号 富良野市役所 団体
164 富良野市 弥生町１番１号 富良野交通安全協会 団体
165 富良野市 弥生町１番１号 富良野市交通安全安全指導員協議会 団体
166 富良野市 字東山８号地の４ 長田石油株式会社 東山
167 富良野市 東山市街地 富良野市東山支所 東山
168 富良野市 朝日町５番１号 ㈱津山興産 ふらのへそくりカード加盟店会

169 富良野市 幸町４番２７号 美容室　アベリツコ ふらのへそくりカード加盟店会

170 富良野市 幸町５番１号 小玉家本店 ふらのへそくりカード加盟店会

171 富良野市 新富町１番７４号 (有)木村クリーニング ふらのへそくりカード加盟店会

172 富良野市 末広町１１番１４号 カットハウス　ひらい ふらのへそくりカード加盟店会

173 富良野市 日の出町２番３号 シャディ　ナガエ ふらのへそくりカード加盟店会

174 富良野市 日の出町６番３６号 しのはら ふらのへそくりカード加盟店会

175 富良野市 日の出町７番３号 フラワーブティック　エハラ ふらのへそくりカード加盟店会

176 富良野市 日の出町２番１８号 春ちゃん寿司 ふらのへそくりカード加盟店会

177 富良野市 日の出町６番３２番 シオジリ ふらのへそくりカード加盟店会

178 富良野市 字山部東１７線８番地 南富運輸株式会社 山部
179 富良野市 山部市街地 富良野市山部支所 山部
180 富良野市 山部中町１番１５号 山部商工会 山部
181 富良野市 山部中町１番２５号 佐々木商店 山部
182 富良野市 山部中町１番３３号 有限会社　須和 山部
183 富良野市 山部中町２番２９号 有限会社　スタジオゆもと 山部
184 富良野市 山部中町３番３号 藤田商店 山部
185 富良野市 山部中町４番１号 宇野金物店 山部
186 富良野市 山部東町９番６１号 東大演習林 山部
187 富良野市 山部南町１番２０号 佐々木タイヤ商会 山部


