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旭診断認１ H25.5.7 4-879 ㈱丸金金田自動車 第二工場 旭川市末広東1条6丁目1-8 http://www.kanetagroup.jp/

旭診断認２ H25.5.7 4-563 旭川トヨタ自動車㈱ 永山店 旭川市永山2条14丁目2-17 http://toyota-dealers.jp/01101/

旭診断認３ H25.5.7 4-308 旭川トヨタ自動車㈱ 旭川店 旭川市4条通2丁目左1号 http://toyota-dealers.jp/01101/

旭診断認４ H25.5.7 4-554 旭川トヨタ自動車㈱ 深川店 深川市北光町3丁目4-17 http://toyota-dealers.jp/01101/

旭診断認５ H25.5.7 4-1004 クイックふらの店 富良野市西扇山1 http://www.nanpu-area.co.jp/

旭診断認６ H25.5.7 4-663 タキグチ自動車工業㈱ 旭川市東鷹栖4線10号7-6 http://kobac-takiguchi.com/

旭診断認７ H25.5.7 4-103
美瑛町農業協同組合
  オートサービスセンター

上川郡美瑛町中町1丁目2-31 http://www.ja-biei.or.jp/

旭診断認８ H25.5.29 4-983 ㈲佐々木自動車 上川郡剣淵町東町2184

旭診断認９ H25.7.8 4-983 ㈲元町ボデー工業 留萌市潮静2丁目2番地の10 http://www.moto589.com/

旭診断認１０ H25.9.27 4-371 ㈱鷹栖自工 上川郡鷹栖町北1条1丁目1-16

旭診断認１１ H25.9.27 4-612 北空知自動車整備事業協同組合 雨竜郡妹背牛町字妹背牛380番地

旭診断認１２ H25.9.27 4-693 ㈱伊藤モータース 旭川市工業団地1条1丁目1-21 http://itoh-motors.jp/

旭診断認１３ H25.9.27 4-749 ㈲大成車体工業　環状店 旭川市永山9条4丁目7-5

旭診断認１４ H25.9.27 4-540 ㈱小平車輌整備工場 留萌市小平町字小平町455-1

旭診断認１５ H25.12.6 4-804 ㈲共栄モータース 中川郡美深町字敷島65-1

旭診断認１６ H25.12.6 4-324 ㈲立松自動車工業 空知郡上富良野町錦町3丁目3-52

旭診断認１７ H25.12.6 4-924 クリーンオート㈲ 空知郡中富良野町丘町5-4

旭診断認１８ H25.12.6 4-630 ㈱丸金金田自動車 旭川市末広東1条12丁目1-3 http://www.kanetagroup.jp/

旭診断認１９ H25.12.6 4-519 旭川トヨタ自動車㈱士別店 士別市大通西18丁目463-22 http://toyota-dealers.jp/01101/

旭診断認２０ H25.12.6 4-1073 カレッツァ 富良野市西扇山1

旭診断認２１ H25.12.6 4-604 星央自興㈱ 富良野市山部東16線

旭診断認２２ H25.12.6 4-325 ㈲中澤自動車整備工場 空知郡上富良野町南町1丁目1-34

スキャンツール活用事業場認定制度
活用認定事業場　一覧
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旭診断認２３ H25.12.6 4-14 ㈲村上自動車工業 名寄市字徳田51-41 http://murakamijikou.com/index2.html

旭診断認２４ H25.12.6 4-235 ㈲坂井モータース 上川郡下川町西町370番地2

旭診断認２５ H25.12.6 4-594 ＪＡ道北なよろメカニックセンター 名寄市風連町仲町9-15

旭診断認２６ H25.12.6 4-70 吉川自動車工業㈱ 稚内市はまなす3丁目3-11

旭診断認２７ H25.12.6 4-176 稚内モーター㈱ 稚内市朝日1丁目4-11

旭診断認２８ H25.12.6 4-1012 ㈲ワークステクノ 北海道富良野市字西扇山1

旭診断認２９ H25.12.6 4-954 ㈲日栄車体 旭川市神居5条2丁目466-29 http://www.nichiei-syatai.com/

旭診断認３０ H25.12.6 4-982 ㈲Ｔ・Ｓ　ＲＥＶＬＩＭＩＴ 旭川市新星町1丁目1-47

旭診断認３１ H25.12.6 42-1066 ㈱モリタエレテック 旭川市花咲町6丁目3843 http://moritaeletec.co.jp/

旭診断認３２ H25.12.6 4-307 羽幌自動車整備協業組合 羽幌町北町105-3

旭診断認３３ H25.12.6 4-1125 ㈲まるふく八田商会 上川郡剣淵町元町1-2 http://www.hattashoukai.com/

旭診断認３４ H25.12.6 4-848 ㈲市成ボデー 旭川市永山12条2丁目9-5 http://ichinaribody.com/

旭診断認３５ H25.12.6 4-656 ㈱大谷 旭川市東旭川町共栄225-5

旭診断認３６ H25.12.6 4-922 ㈲大竹ボデー工業 稚内市朝日1丁目4-5 http://bsohtake.com/

旭診断認３７ H25.12.6 4-41 横田モータース㈱ 稚内市潮見3丁目6-26 http://yokota-mts.com/

旭診断認３８ H25.12.6 4-71 ㈲萩谷自動車整備工場 天塩郡遠別町字本町1丁目6

旭診断認３９ H25.12.6 4-738 上田ボデー㈱ 旭川市永山9条1丁目1-27 http://www.uedabody.com/

旭診断認４０ H25.12.6 4-706 稚内整備センター㈱ 稚内市末広2丁目3-13 http://kobac-wakkanai01.com/

旭診断認４１ H25.12.6 4-469 ㈱小鳩自動車工業 旭川市新星町3丁目1-60 http://www.kobato-kotsu.com/company.html

旭診断認４２ H25.12.6 4-484 旭神車輌工業㈱ 旭川市神楽5条12丁目1-8

旭診断認４３ H25.12.6 4-158 ㈲北美自工 美深町南町30番地

旭診断認４４ H25.12.6 4-293 ㈲小谷自動車整備工場 名寄市字徳田361番地2

旭診断認４５ H26.3.31 4-723 愛別自動車整備工業㈱ 上川郡当麻町3条西2丁目6-10
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旭診断認４６ H26.3.31 4-586 ㈱幾寅自工総合センター 空知郡南富良野町幾寅789番地

旭診断認４７ H26.6.5 4-285 杉岡自動車整備工場 旭川市旭神2条1丁目1-13

旭診断認４８ H26.9.11 4-28 ㈱浅川車輌整備工場 旭川市旭町2条2丁目

旭診断認４９ H26.9.11 4-707 ㈲木下自動車整備工場 上川郡鷹栖町北野西2条1丁目

旭診断認５０ H26.9.11 4-764 ダイニチ自動車㈱ 旭川市緑が丘南5条1丁目1-2

旭診断認５１ H26.9.11 4-237 ㈱ホクレン油機サービス旭川支店 旭川市永山2条13丁目1-28 http://e-yuki.com/

旭診断認５３ H26.9.11 4-830 ㈲エイテック 宗谷郡猿払村鬼志別北町71番地

旭診断認５４ H26.9.11 4-739 共栄自動車工業㈱ 上川郡愛別町字南町468-4

旭診断認５５ H26.9.11 4-463 ㈱難波自動車整備工場 利尻郡利尻町沓形字神居170番地

旭診断認５６ H26.11.5 4-474 三共自興㈱ 富良野市字学田三区

旭診断認５７ H26.11.5 4-232 末広モータース㈱ 旭川市末広東1条3丁目1-3 http://www.suehiro-motors.com/index.html

旭診断認５８ H26.11.5 4-360 安田自動車㈱ 枝幸郡枝幸町南浜町636番地9

旭診断認５９ H26.12.26 4-214 北海自工㈱ 稚内市末広4丁目4-21

旭診断認６０ H26.12.26 4-340 ㈲シ・エム・モーター 稚内市声問4丁目30-9

旭診断認６１ H26.12.26 4-310 利尻自工㈱ 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町

旭診断認６２ H26.12.26 4-603 ㈱住友モータース 枝幸郡中頓別町字中頓別54番地

旭診断認６３ H26.12.26 4-239 ㈲羽幌自動車工業 苫前郡羽幌町北3条1丁目16

旭診断認６４ H26.12.26 4-207 ㈲剣淵モータース 剣淵町緑町8-2

旭診断認６５ H26.12.26 4-206 愛別モータース㈱ 上川郡愛別町字南町2番地

旭診断認６６ H26.7.31 4-260 ㈱清水モーター商会 深川市深川町字メム8号線本通5095

旭診断認６７ H27.7.31 4-831 ㈱末広ボデー 旭川市末広1条9丁目1-29 http://www.suehiro-body.com/

旭診断認６８ H27.7.31 4-975 フジオート販売㈱ 留萌市末広町1丁目7-3

旭診断認６９ H27.7.31 4-603 愛別モータース㈱比布工場 上川郡比布町新町5丁目1-1
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旭診断認７０ H27.9.25 4-286 士別自工㈱ 士別市大通北1丁目

旭診断認７１ H27.9.25 41-1129 ガレージ・ストリート 増毛郡増毛町栄町64番地の6

旭診断認７２ H27.10.5 4-84 ㈱マルエム守田商会 空知郡上富良野町中町3丁目1-21

旭診断認７３ H27.12.8 4-248 ㈲当麻モータース 上川郡当麻町4条西3丁目1-55

旭診断認７４ H27.12.8 4-744 ㈲山田商会 上川郡東川町東町1丁目1-7

旭診断認７５ H28.3.31 4-1033 ㈲武田車輌工業　羽幌店 苫前郡羽幌町栄町112番地3

旭診断認７６ H28.12.9 4-846 ㈲沼田オート 雨竜郡沼田町南1条1丁目9-37

旭診断認７７ H28.12.9 4-377 旭川自動車整備事業協同組合 上川郡東神楽町北2条西3丁目1-13

旭診断認７８ H29.12.22 4-104 ㈱坂井モータース 中川郡美深町字西1条南1丁目1-2

旭診断認７９ H29.12.22 4-288 ㈱サナダ自工 留萌市住之江1丁目58番地

旭診断認８０ H29.12.22 4-566 光和自動車工業㈱ 旭川市忠和5条5丁目7-27

旭診断認８１ H29.12.22 4-534 千代田自動車工業㈱ 旭川市東光7条3丁目3-9

旭診断認８２ H29.12.22 4-429 ㈲マルフジ近藤自動車 旭川市西神楽1線24号465番地20

旭診断認８３ H29.12.22 4-866 ㈲横山修理工場 旭川市東鷹栖東1条1丁目119-92

旭診断認８４ H29.12.22 4-162 ㈱斉藤自動車整備工場 旭川市東旭川北3条5丁目3-25

旭診断認８５ H30.2.28 4-548 アウトバーン　太陽店 旭川市永山3条3丁目1-7 http://www.autobahn-grp.com/
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