
書名 著者名 出版者 場所区分 資料番号 請求記号

ありがとう 『札幌の明日を考える会』編集委員会／制作 アカツキ交通 札幌資料室 0119673531 335.48/ｱ

岩倉組土建二十五年史 岩倉組土建社史編集室／編 岩倉組土建 札幌資料室 0112510367 335.48/ｲ

伊藤組百年史 伊藤組創業100周年記念事業推進委員会 札幌資料室 0113897086 335.48/ｲ

［イワクラホーム］人と住まいと街と イワクラホーム／編 イワクラホーム 札幌資料室 0111564712 335.48/ｲ

エンパイアー創業75周年記念誌 エンパイアー社史編集委員会／編 エンパイアー 札幌資料室 0111564936 335.48/ｴ

クワザワ創立５０年史 クワザワ創立５０年史編纂委員会／編 クワザワ 札幌資料室 0115825424 335.48/ｸ

粉とあゆんで30年 横山 末雄／編 横山製粉 札幌資料室 0111565248 335.48/ｺ

心をはこぶ 北海道郵便逓送 札幌資料室 0111555934 335.48/ｺ

札建工業５０年史 札建工業５０年史編纂委員会／編 札建工業 札幌資料室 0111555694 335.48/ｻ

[佐藤水産株式会社]四十年のあゆみ　 佐藤水産 札幌資料室 0111565198 335.48/ｻ

印刷の道100年 山藤印刷100年史編纂室／編 山藤印刷 札幌資料室 0113181572 335.48/ｻ

札幌グランドホテルの50年 阿部 要介／著 三井観光開発　 札幌資料室 0113301287 335.48/ｻ

札幌銀行50年史 札幌銀行企画部年史編纂室／編纂 札幌銀行 札幌資料室 0119475812 335.48/ｻ

札幌信用金庫九十年史 札幌信用金庫９０年史編纂委員会／編纂 札幌信用金庫 札幌資料室 0119064327 335.48/ｻ

札幌テレビ放送二十年史 札幌テレビ放送社史編纂委員会／編 札幌　札幌テレビ放送 札幌資料室 0111555884 335.48/ｻ

札幌拓殖倉庫百年史 [札幌拓殖倉庫株式会社／編] 札幌拓殖倉庫 札幌資料室 0119250868 335.48/ｻ

札幌トヨペット５０年史 ５０周年記念事業部年史編纂プロジェクト／編 札幌トヨペット 札幌資料室 0117120162 335.48/ｻ

サッポロビール120年史 サッポロビール株式会社広報部社史編纂室／編 サッポロビール 札幌資料室 0111564662 335.48/ｻ

サッポロビール130周年記念誌 サッポロビール 札幌資料室 0117423525 335.48/ｻ

定山渓温泉の歴史とともに　 鹿の湯50年史会 書庫６ 0114765472 335.48/ｼ

ＪＲ北海道20年のあゆみ JR北海道20年史編纂委員会／編 北海道旅客鉄道 札幌資料室 0117436956 335.48/ｼﾞ

［須田製版］創業八十周年記念誌 創業八十周年記念誌編集委員会／編 須田製版 札幌資料室 0118431238 335.48/ｽ

丹波屋百年史 丹波屋年史編纂委員会／編纂 丹波屋 札幌資料室 0119629426 335.48/ﾀ

大日本麦酒株式会社三十年史 浜田　徳太郎／編 大日本麦酒 書庫６ 0114199466 335.48/ﾀﾞ

大丸藤井創業100周年記念誌 大丸藤井株式会社]百年史制作委員会／編 大丸藤井 札幌資料室 0111555900 335.48/ﾀﾞ

［つうけん］こころと技術で、社会のために つうけんのあゆみ編纂プロジェクトチーム／編 つうけん 札幌資料室 0118496165 335.48/ﾂ

ツルハの80年 ツルハ80年史編纂事務局／編集 ツルハホールディングス 札幌資料室 0118944677 335.48/ﾂ

道新スポーツ２０年史 ［道新スポーツ］２０年史社史部会／編 道新スポーツ 札幌資料室 0118305341 335.48/ﾄﾞ

苗穂産業遺産マップ　 苗穂駅周辺まちづくり協議会　 札幌資料室 0117101956 335.48/ﾅ

中島公園のほとりで 中西　章一／著 三井観光開発株式会社札幌パークホテル　札幌資料室 0115019465 335.48/ﾅ

じょせつき 日本除雪機製作所社史編纂委員会／編 日本除雪機製作所 札幌資料室 0118977404 335.48/ﾆ

［日刊スポーツ新聞北海道本社］三十年のあゆみ ［日刊スポーツ新聞北海道本社］社史編纂委員会／編 日刊スポーツ新聞北海道本社 札幌資料室 0111565263 335.48/ﾆ

＜展示リスト＞さっぽろ資料室ミニ展示「社史で見る札幌の産業」                      展示期間：平成28年1月14日(木)～4月12日(火）



日本清酒株式会社五十年史 伊藤　直一／編 日本清酒　 札幌資料室 0119509495 335.48/ﾆ

日本ミルクコミュニティ史 雪印メグミルク株式会社／編集　 雪印メグミルク 札幌資料室 0111565032 335.48/ﾆ

［ネッツトヨタ道都］５０年のあゆみ ネッツトヨタ道都株式会社５０周年記念プロジェクト委員会／編 ネッツトヨタ道都 札幌資料室 0117905562 335.48/ﾈ

［福山倉庫・福山醸造株式会社］百年の歩み 福山醸造株式会社企画部創業百年記念誌編集委員会／編　
 
福山倉庫 札幌資料室 0118509330 335.48/ﾌ

富士メガネ創業６０周年記念誌 ［富士メガネ創業６０周年記念誌］編集委員／［編］ 富士メガネ 札幌資料室 0118079292 335.48/ﾌ

藤井ビル50周年記念誌 地域メディア研究所／編 藤井ビル 札幌資料室 0119693273 335.48/ﾌ

北海電工70年史 北海電気工事株式会社社史編集委員会／編 北海電気工事 札幌資料室 0119550135 335.48/ﾎ

［ホクレン包装］創立４０周年記念誌　包　 ホクレン包装株式会社創立４０周年記念誌編纂委員会／編 ホクレン包装株式会社 札幌資料室 0118729557 335.48/ﾎ

［北海道電力］北のあかり 北海道電力三十年史編纂委員会／編 北海道電力 札幌資料室 0111555637 335.48/ﾎ

北海道ガス１００年史 北海道ガス１００年史編纂事務局／編 北海道ガス 札幌資料室 0118976307 335.48/ﾎ

北海道銀行六十年史 北海道銀行経営企画部６０周年記念誌編纂室／編 北海道銀行 札幌資料室 0118867985 335.48/ﾎ

北海道建設業信用保証会社５０年史 北海道建設業信用保証 札幌資料室 0113888069 335.48/ﾎ

［北海道旅客鉄道株式会社苗穂工場］百年のあゆみ　苗穂工場百年史編集委員会／編　 北海道旅客鉄道株式会社苗穂工場 札幌資料室 0118261692 335.48/ﾎ

北の大地とともに５０年 北海道コカ・コーラボトリング５０年史編纂事務局／編北海道コカ・コーラボトリング　 札幌資料室 0119253599 335.48/ﾎ

北の大地に刻む 北海道新聞社／編集 北海道新聞社 札幌資料室 0116236035 335.48/ﾎ

［北海道新聞］北の大地に刻む 資料・年表編 北海道新聞社／編 北海道新聞社 札幌資料室 0116236043 335.48/ﾎ

UHB10年の歩み 北海道文化放送／編 北海道文化放送 書庫６ 0110223336 335.48/ﾎ

北海道放送四十年 北海道放送社史編纂委員会／編 北海道放送 札幌資料室 0111555371 335.48/ﾎ

北都交通四十年史 北都交通40年史編纂委員会／編 北都交通 札幌資料室 0111564704 335.48/ﾎ

北星タクシーの二十五年 二十五年史編纂委員会／編 北星タクシー 札幌資料室 0111564944 335.48/ﾎ

北海道酒類販売株式会社25年史 北海道酒類販売株式会社25年史編纂委員会／編 北海道酒類販売 札幌資料室 0111555926 335.48/ﾎ

丸彦渡辺建設八十年史 丸彦渡辺建設社史編纂委員会 札幌資料室 0113493373 335.48/ﾏ

丸井今井百年のあゆみ 石田篤郎／編纂 丸井今井 札幌資料室 0117129668 335.48/ﾏ

道はてしなく 札幌通運株式会社／[編] 札幌通運 札幌資料室 0113559108 335.48/ﾐ

緑いろ濃く 三浦　富造／[著] 北海道林友観光 書庫６ 0111555835 335.48/ﾐ

［モロオ］株式会社モロオ７０年史 株式会社モロオ 札幌資料室 0111564753 335.48/ﾓ

［山崎建設工業株式会社］創業８０年史 山崎建設工業社史編纂委／編 山崎建設工業 札幌資料室 0115649436 335.48/ﾔ

雪印種苗創立２０周年記念社史 雪印種苗／編 雪印種苗 札幌資料室 0111556197 335.48/ﾕ

よつ葉乳業３０年史 よつ葉乳業／［編］ よつ葉乳業 札幌資料室 0110220860 335.48/ﾖ

［よねざわ工業］日々に新たに よねざわ工業総務部／編纂 よねざわ工業 札幌資料室 0119019099 335.48/ﾖ

［ラルズ］大夢 ラルズ 札幌資料室 0111564803 335.48/ﾗ


