別記第５号様式
北海道アウトドア優良事業者認定名簿

事業所名

代表者名

株式会社 釧路マーシュ＆リバー

斉藤 松雄

TEL

所在地

e-mail

〒 088-2148

090-8906-5255

認定状況
分野

番号

カヌー分野、自然分野

1

山岳分野、自然分野、カヌー分野、ラフティング分野

4

カヌー分野、ラフティング分野

5

自然分野、ラフティング分野

6

自然分野、カヌー分野

7

カヌー分野

9

山岳分野、自然分野、カヌー分野

10

自然分野

11

山岳分野

12

山岳分野、自然分野

15

山岳分野

16

釧路郡釧路町字トリトウシ88-5

NPO法人 どんころ野外学校

目黒 義重

〒 079-2551

0167-53-2171

空知郡南富良野町落合1074

ウッキーズ

加藤 寿宏

〒 076-0036

0167-22-8787

富良野市字島ノ下（下）

有限会社 アルパイン計画

由井 太

〒 076-0034

090-8903-3079

富良野市北の峰町14-6

株式会社 北海道ネイチャーセンター

坂本 昌彦

〒 081-0344

0156-69-8181

河東郡鹿追町北瓜幕無番地

屈斜路ecoツアーズ

吉田 聡

〒 088-3341

015-483-3987

川上郡弟子屈町字屈斜路199番地１

ボレアルフォレスト

阿久澤 忠邦

〒 081-0342

0156-67-2677

河東郡鹿追町瓜幕東2-15

NPO法人 登別自然活動支援組織
モモンガくらぶ

松原 條一

野あそびガイド みちくさ

佐藤 瑞季

〒 059-0021

0143-85-2569

登別市鉱山町8-3

〒 005-0004

090-6228-9343

札幌市南区澄川4条9丁目19-1

NPO法人
ひがし大雪自然ガイドセンター

河田 充

マウンテンガイド・コヨーテ

古市 竜太

〒 080-1403

01564-4-2261

河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷北区44-3

〒 044-0004
虻田郡倶知安町北4条東8丁目21-5

0136-23-4555
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備考

別記第５号様式
北海道アウトドア優良事業者認定名簿

事業所名

代表者名

クスリ凸凹旅行舎

塩 博文

TEL

所在地

e-mail

〒 085-0065

0154-37-6513

認定状況
分野

番号

自然分野

17

カヌー分野

18

山岳分野、自然分野、ラフティング分野

21

山岳分野

22

自然分野

23

カヌー分野

24

自然分野、カヌー分野

27

自然分野

28

自然分野、カヌー分野

29

自然分野

30

カヌー分野、ラフティング分野

31

釧路市美原3丁目58-8

（有）阿寒ネイチャーセンター

安井 幸紀

〒 085-0467

0154-67-2801

釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目3-3

ニセコメッカ

田中 久敬

〒 048-1531

090-7340-6330

虻田郡ニセコ町字有島123-62

ハローポーター

森下 亮太郎

〒 069-0852

011-387-5114

江別市大麻東町26-2

Wilderness Lodge Hickory Wind

安藤 誠

〒 085-1200

080-6093-3650

阿寒郡鶴居村雪裡原野北14線東14-32

富良野リゾート興産株式会社

松下 隆裕

〒 076-0033

0167-22-0534

富良野市新富町3-113

株式会社 洞爺ガイドセンター

小川 裕司

〒 049-5802

0142-82-5002

虻田郡洞爺湖町洞爺町193-8

NPO法人 大雪山自然学校

荒井 一洋

〒 071-1404

0166-82-6500

上川郡東川町西4号北46

遊房

佐々木 紀嘉

〒 086-1626

090-6782-5053

標津郡標津町字茶志骨169番地

特定非営利法人 森のこだま

上野 真司

〒 092-0222

090-4755-3810

網走郡津別町字上里703-1

株式会社スポートピア富良野

安田 光則

〒 076-0034
富良野市北の峰町18-1

0167-22-1935

2

備考

別記第５号様式
北海道アウトドア優良事業者認定名簿

事業所名

代表者名

標津町観光ガイド協会

井南 進

TEL

所在地

e-mail

〒 086-1653

0153-85-2736

認定状況
分野

番号

山岳分野、自然分野

32

山岳分野

33

山岳分野

34

自然分野

35

自然分野、カヌー分野

36

自然分野、カヌー分野

37

標津郡標津町南３条西１丁目ホテル川畑内

TREE LIFE

荒田 康仁

〒 076-0034

090-6266-0389

富良野市北の峰町２５－２７

株式会社 To the North

村上 淳哉

〒 096-0054

01654-2-6336

名寄市東４条北２丁目１３－１

Sotoasobu

江川 理恵

〒 052-0013

090-3892-3695

伊達市弄月町２４９－４

Land Edge

芦田 政雄

〒 088-1402

090-8631-5215

厚岸郡浜中町後静３７７

株式会社 厚岸味覚ターミナル

若狭 靖

〒 088-1119

0153-52-4139

厚岸郡厚岸町住の江２丁目２番地

3

備考

