
▼三笠市 ▼上川郡下川町 ▼上川郡新得町

▼上川郡比布町 ▼上川郡美瑛町 ▼中川郡中川町

▼中川郡幕別町 ▼中川郡池田町 ▼久遠郡せたな町

▼亀田郡七飯町 ▼二海郡八雲町 ▼伊達市

▼余市郡仁木町 ▼余市郡余市町 ▼函館市

▼利尻郡利尻富士町 ▼勇払郡安平町 ▼北広島市

▼北斗市 ▼北見市 ▼千歳市

▼厚岸郡浜中町 ▼古平郡古平町 ▼名寄市

▼増毛郡増毛町 ▼士別市 ▼夕張市

▼夕張郡栗山町 ▼夕張郡長沼町 ▼天塩郡天塩町

▼天塩郡幌延町 ▼天塩郡豊富町 ▼天塩郡遠別町

▼宗谷郡猿払村 ▼室蘭市 ▼富良野市

▼小樽市 ▼岩内郡岩内町 ▼岩見沢市

▼川上郡弟子屈町 ▼帯広市 ▼常呂郡佐呂間町

▼広尾郡大樹町 ▼恵庭市 ▼斜里郡斜里町

▼日高郡新ひだか町 ▼旭川市 ▼有珠郡壮瞥町

▼札幌市中央区 ▼札幌市北区 ▼札幌市南区

▼札幌市厚別区 ▼札幌市手稲区 ▼札幌市東区

▼札幌市清田区 ▼札幌市白石区 ▼札幌市西区

▼札幌市豊平区 ▼枝幸郡枝幸町 ▼枝幸郡浜頓別町

▼根室市 ▼標津郡中標津町 ▼標津郡標津町
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▼檜山郡江差町 ▼江別市 ▼沙流郡平取町

▼沙流郡日高町 ▼河東郡上士幌町 ▼河東郡音更町

▼河東郡鹿追町 ▼河西郡芽室町 ▼浦河郡浦河町

▼深川市 ▼滝川市 ▼瀬棚郡今金町

▼留萌市 ▼登別市 ▼白老郡白老町

▼石狩市 ▼石狩郡当別町 ▼砂川市

▼磯谷郡蘭越町 ▼稚内市 ▼空知郡上富良野町

▼空知郡中富良野町 ▼紋別市 ▼紋別郡湧別町

▼紋別郡興部町 ▼紋別郡遠軽町 ▼網走市

▼網走郡美幌町 ▼美唄市 ▼苫前郡羽幌町

▼苫小牧市 ▼茅部郡森町 ▼茅部郡鹿部町

▼虻田郡ニセコ町 ▼虻田郡京極町 ▼虻田郡倶知安町

▼虻田郡喜茂別町 ▼虻田郡洞爺湖町 ▼虻田郡真狩村

▼野付郡別海町 ▼釧路市 ▼釧路郡釧路町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

Aコープ 三笠店 三笠市 幸町１２－１１ ショッピング

Qマート 下川店 上川郡下川町 錦町１１－１ ショッピング

上田精肉店 上川郡新得町 一条南２－７ ショッピング

ばらえてぃきっちん紙風船 上川郡比布町 基線４号 飲食店

DZマート 美瑛店 上川郡美瑛町 北町２－６－１３ ショッピング

フェルム ラ・テール美瑛 本店 上川郡美瑛町 字大村村山 飲食店

Qマート中川店 中川郡中川町 字中川３０８番地 ショッピング

イリジョン 中川郡幕別町 札内共栄町１１－６ ショッピング

焼肉樹々苑 中川郡幕別町 札内共栄町１６４－１ 飲食店

平和園 札内店 中川郡幕別町 札内西町９３ 飲食店

いけだワイン城 中川郡池田町 清見８３－４ ショッピング

フードセンターかんの 久遠郡せたな町 北檜山区北檜山３６７ ショッピング

七飯町振興公社 亀田郡七飯町 峠下３８０－２　道の駅なないろ・ななえ ショッピング

大槻食品館 七飯店 亀田郡七飯町 鳴川５－１－１ ショッピング

ロッキー八雲 二海郡八雲町 内浦町２３７－５ ショッピング

プロノ 八雲店 二海郡八雲町 東雲町１７－４０ ショッピング

スイスレストラン アルポン 二海郡八雲町 立岩４０３ 飲食店

ミノリ商事 二海郡八雲町 落部５６８－５ ショッピング

きのこ王国 本店 伊達市 大滝区三階滝町６３７－１ ショッピング

ウロコ 山下店 伊達市 山下町１６０ ショッピング

ウロコ 末永店 伊達市 末永町４９ ショッピング

くみあいマーケット 伊達市 末永町７４ ショッピング

伊達和さび本店 伊達市 松ヶ枝町３０－１ 飲食店

リカーマックス 伊達市 梅本町４－２　ＪＣＧビル　１Ｆ ショッピング

洋麺茶屋牧家 伊達店 伊達市 梅本町５７－１ 飲食店

和牛焼肉てつじん 伊達市 網代町２２－５　 飲食店

ウロコ 舟岡店 伊達市 舟岡町１５５ ショッピング

きのこ王国 仁木店 余市郡仁木町 大江１－９３０ ショッピング

余市サグラ 余市郡余市町 登町９８７－２ 飲食店

余市ワイナリー ミュラー館 余市郡余市町 黒川町１３１８ ショッピング

北海道ニッカサービス レストランたる 余市郡余市町 黒川町７－１３３ 飲食店

柿崎商店 余市郡余市町 黒川町７－２５ ショッピング

酒ブティック越前屋 函館市 万代町１６－２５ ショッピング

鮨処あうん亭光 函館市 中島町３６－１６ 飲食店
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ガーデンショップ きこうえん 函館市 中島町３８－１０ ショッピング

ラムズイヤー 函館市 中島町３８－１１　 飲食店

函館おたふく堂 函館市 中道１－２２－５　コーポなかの１Ｆ 飲食店

函太郎 美原店 函館市 中道２－５２－１ 飲食店

フランス菓子ペシェ・ミニヨン 函館市 乃木町１－２ ショッピング

キングベーク 本店 函館市 亀田本町７－８ 飲食店

焼肉番長 亀田港店 函館市 亀田港町５８－１ 飲食店

活魚海鮮料理 よし庵 函館市 亀田町１７－２２ 飲食店

東海食器厨房館 函館市 亀田町２２－２４ ショッピング

うなぎ処高はし 函館市 五稜郭町２４－７ 飲食店

函太郎 五稜郭公園店 函館市 五稜郭町２５－１７ 飲食店

函館麺厨房あじさい本店 函館市 五稜郭町２９－２２ 飲食店

炭火割烹菊川 函館市 五稜郭町３２－１９　久米センタ－ビル　１Ｆ 飲食店

有限会社とんき 五稜郭店 函館市 五稜郭町４２－１２ 飲食店

maison FUJIYA Hak 函館市 元町１７－１７ 飲食店

レイモンハウス 元町店 函館市 元町３０－３ ショッピング

ら〜めん若大将 北美原別邸 函館市 北美原１－５－１ 飲食店

キングストアー堀川店 函館市 千代台町２－４ ショッピング

寿し翔 函館市 千代台町２９－１７ 飲食店

函まるずし 大川店 函館市 大川町１４－３ 飲食店

cafe＆dining　LITT 函館市 大手町３－８　 飲食店

cafe＆deli MARUSEN 函館市 大手町５－１０　ニチロビル１Ｆ 飲食店

ルルーディー 函館市 大森町２２－２ サービス

9． 函館市 大町３－１６　 ショッピング

とんかつ かつきち 宇賀浦店 函館市 宇賀浦町１５－１ 飲食店

Pizzeria AMORINO 函館市 宇賀浦町６－１０ 飲食店

山久あさり 函館市 宝来町１０－１１ 飲食店

割烹　冨茂登 函館市 宝来町９－７ 飲食店

アクトレス 函館市 宮前町２－１２ ショッピング

中華料理 李太白 函館市 宮前町３０－２ 飲食店

酒のやまはち 函館市 宮前町９－１５－１ ショッピング

ESTMODE 函館市 富岡町１－２３－１ サービス

グランドヘアメイク ノア 函館市 富岡町２－３－３ サービス

エノテカ　ラ　リコルマ 函館市 富岡町２丁目３３－１２　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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BUONO HAIR 函館市 富岡町３－５－８ サービス

Simdy Sweel for NAIL 函館市 富岡町３－５－８　２Ｆ サービス

Artless 函館市 山の手２－５３－２ サービス

プロノ函館漁火通店 函館市 広野町３－６ ショッピング

すしえもん漁火通店 函館市 広野町５－３ 飲食店

nico 函館市 戸倉町３１７－７ サービス

リカーランドイチマス 函館市 日乃出町１２－１８ ショッピング

とんかつかつきち 函館昭和タウンプラザ店 函館市 昭和１－２９－２ 飲食店

函まるずし 昭和店 函館市 昭和１－２９－６　昭和タウンプラザ内 飲食店

オフハウス 函館昭和店 函館市 昭和１－３５－２０ ショッピング

そば処陣屋昭和店 函館市 昭和２－２３－８ 飲食店

BEEF IMPACT 函館昭和店 函館市 昭和２－３０－１ 飲食店

焼肉きんぐ函館桔梗店 函館市 昭和４－４２－１５ 飲食店

プティ・メルヴィーユ 末広店 函館市 末広町１０－１８ 飲食店

アートウェーブ 金森店 函館市 末広町１３－９ ショッピング

スナッフルス金森洋物館店 函館市 末広町１３－９　金森洋物館内 ショッピング

カリフォルニア　ベイビー 函館市 末広町２３ー１５ 飲食店

函館西波止場 函館市 末広町２４－６ ショッピング

五島軒　雪河亭 函館市 末広町４－５ 飲食店

五島軒 プロミエルカモイ 函館市 末広町５－２０ ショッピング

アイズ ウエスト店 函館市 末広町８－１５ サービス

すきやき しゃぶしゃぶ 牛兵衛 函館市 本町１－４４ 飲食店

鮨かわむら 函館市 本町１０−１３ 飲食店

デザインヘアー エーライン 函館市 本町１５－８ サービス

鮨竹亭 函館市 本町１７－１ 飲食店

活魚料理 いか清本店 函館市 本町２－１４ 飲食店

鮨島うた 函館市 本町２２－１１　グリーンエステートビル１Ｆ 飲食店

Yakitori Base Ucc 函館市 本町３－１３　ファンデ－ションビル　１Ｆ 飲食店

むさしや 函館市 本町３１－１１ ショッピング

ステーキハンバーグひげ五稜郭店 函館市 本町３１－１９ 飲食店

寿司料理 谷ふじ 函館市 本町４－１０ 飲食店

すし蔵 函館市 本町４－２１ 飲食店

石窯ピッツァと和食と酒 そる 函館市 本町６－１４ 飲食店

鉄板焼 北風 函館市 本町８－２０　みつわビル５Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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しゃぶしゃぶ阿佐利 函館市 本町９－２４ 飲食店

石美屋 函館市 本通１－４－２７ ショッピング

ヘアースペース CRAFT 函館市 本通１－５－１０ サービス

プティ・メルヴィーユ 本通店イースト 函館市 本通３－２５－２５ 飲食店

焼肉牛角 函館本通店 函館市 本通４－１６－１４ 飲食店

ファイヤーバーグ函館本通店 函館市 本通４－２８－９ 飲食店

South Cedar DRIVEINN 函館市 東山２－６－１ ショッピング

Jolly Jellyfish 函館市 東山２－６－１ 飲食店

大槻食品館 函館店 函館市 東雲町７－１１ ショッピング

カフェレストラン ペリーズバー 函館市 松陰町１－７ 飲食店

海鮮処 函館山 函館市 松風町１０－１５ 飲食店

炭火串焼やまと函館広小路店 函館市 松風町１０－５　 飲食店

大門福寿し 函館市 松風町１５－２ 飲食店

焼肉 金剛苑 函館市 松風町１６－７ 飲食店

グランポルト 凾館 函館市 松風町２－８　大門ビル７Ｆ 飲食店

VILLAGE＆CO 函館市 松風町２－９ ショッピング

さかえ寿し 高砂通り店 函館市 松風町２０－５ 飲食店

みんなの家居酒屋すずや 函館市 松風町６－１１ 飲食店

鮨金総本店 函館市 松風町７－１８ 飲食店

インディアンバレーロード 函館市 松風町８－８ ショッピング

梅乃寿司 函館市 柏木町１－１９ 飲食店

回転寿司 函館まるかつ水産 柏木店 函館市 柏木町１－３６ 飲食店

くま’sキッチン 函館市 柏木町３５－３１　 飲食店

バリューストアミニコス桔梗店 函館市 桔梗３－２８－１０ ショッピング

函まるずし 函館桔梗店 函館市 桔梗３－２９－３ 飲食店

アピアスタイルアンジェ 函館市 桔梗３－３０－１０ サービス

スーパーブックス桔梗店 函館市 桔梗町３－３０－１１ ショッピング

チャイナダイニング鳳凰 函館市 桔梗町４１８－１１０ 飲食店

Rita 函館市 桔梗町４１８－４０９ サービス

グルマン カンタ 函館市 梁川町１０－２４ 飲食店

SHIKINA函館ダイニング 函館市 梁川町１８－１４　 飲食店

鮨和処つかさ 函館市 梁川町１９－１０　第５セイコービル１Ｆ 飲食店

くずし割烹和のふ 函館市 梁川町２２－１９ 飲食店

シュウェットカカオ 函館市 梁川町２７－１６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

6 / 66

[北海道北海道]



アイズ・クリーム店 函館市 梁川町６－４ サービス

奥芝商店函館本店 函館市 梁川町７－１５ 飲食店

ママイクコ 函館 ポールスターS．C． 函館市 港町１－２－１　ポールスターＳ．Ｃ　１Ｆ ショッピング

そば処陣屋湯川店 函館市 湯川２－３８－５ 飲食店

ショッピングコアイチマス 函館市 湯川町１－２６－２９ ショッピング

雷門鮨 函館市 湯川町１－７－１ 飲食店

寿蘭 函館市 湯川町１丁目４１－９　 飲食店

鮨処　木はら 函館市 湯川町２－１－２ 飲食店

神戸炭火焼肉BuZZ函館本店 函館市 湯川町３－２８－１９ 飲食店

スナッフルス湯浜店 函館市 湯浜町４－８ ショッピング

お肉のつしま 函館市 田家町１２－１３ ショッピング

mano a fato 函館市 田家町７－１０ サービス

焼き肉アンジュ 函館市 石川町３４９－２６ 飲食店

マッタリーナカフェ 函館市 石川町５２－１６ 飲食店

函館蔦屋書店 函館市 石川町８５－１ ショッピング

and 函館市 石川町８５－１　２Ｆ 飲食店

焼肉・冷麺モランボン美原店 函館市 美原１－１３－１０ 飲食店

炭火焼肉酒家 牛角 函館美原店 函館市 美原１－２０－１１ 飲食店

炭火居酒屋 炎 美原個室別邸 函館市 美原１－２０－１１　カワシロビル　２Ｆ 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ　函館店 函館市 美原１－７－１ 飲食店

日本一金物店 美原店 函館市 美原３－２５－１１ ショッピング

鮨 たかん 函館市 美原３－２６－１３ 飲食店

旬菜旬魚たじま 函館市 美原３－３８－３ 飲食店

プロノ 函館美原店 函館市 美原３－５２－１ ショッピング

ダイニング　こまつ 函館市 美原３丁目２１－２９　 飲食店

MINGLE 函館店 函館市 花園町１－１５ サービス

なんでもリサイクルビッグバン函館花園店 函館市 花園町１１－３６ ショッピング

Passo　a　Passo 函館市 花園町２２－２６　 飲食店

函館朝市きくよ食堂支店 函館市 若松町１０－１１ 飲食店

函館朝市きくよ食堂本店 函館市 若松町１１－１５ 飲食店

箱館ジンギスカン本店 函館市 若松町１２－８ 飲食店

プティ・メルヴィーユ 函館駅前店イースト 函館市 若松町１２－８ 飲食店

串山串蔵 函館市 若松町１７－９　 飲食店

スナッフルス駅前店 函館市 若松町１８－２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大衆居酒屋魚さんこ 函館市 若松町１９－３ 飲食店

回転寿司根室花まる キラリス函館店 函館市 若松町２０－１　キラリス函館　Ｂ１Ｆ 飲食店

いか清大門 函館市 若松町６－１０ 飲食店

うに むらかみ 函館駅前店 函館市 若松町７－１ 飲食店

お茶のなかにし 函館市 若松町７－１９　 ショッピング

カネノヤマ鈴木商店 函館市 若松町９－１９ ショッピング

和創菓 ひとひら 函館市 西桔梗町８５１－１３ 飲食店

Cafe谷地坂 函館市 谷地頭町３１番２号　 飲食店

函館硝子明治館 函館市 豊川町１１－１７ ショッピング

回転寿司 函館まるかつ水産本店 函館市 豊川町１２－１０ 飲食店

函館朝市 きくよ食堂 ベイエリア店 函館市 豊川町１２－９ 飲食店

函館海鮮料理海寿 函館市 豊川町２４－６ 飲食店

炭火焼肉 泉味亭 函館市 鍛治１－４９－６ 飲食店

レストラン　唐草館 函館市 青柳町２１－２３　 飲食店

旬鮮酒家桜路 函館市 青柳町２４－１　 飲食店

スナッフルス高丘店 函館市 高丘町１７８－１ ショッピング

かんださんの店 利尻郡利尻富士町 鴛泊富士野９－８ ショッピング

フレッシュイングローブ 追分店 勇払郡安平町 追分花園町２丁目７０ ショッピング

良寿し 北広島市 共栄町１－１－１０ 飲食店

ホクレンくるるの杜 直売所 北広島市 大曲３７７－１ ショッピング

ビックリッキー 大曲店 北広島市 大曲光１－６－１０ ショッピング

かつや北広島 北広島市 大曲南ヶ丘２－１－１ 飲食店

小麦工房 RIN 大曲店 北広島市 大曲南ヶ丘２－１－６　大曲ビル　Ａ 飲食店

産直生鮮市場 大曲店 北広島市 大曲末広１－２－１ ショッピング

北のシェフ 北広島市 大曲柏葉３－１－２ ショッピング

ユーハイム 東光ストア 北広島店 北広島市 栄町１－２－１ 飲食店

ARTLACZE 北広島市 西の里７９８－５ 飲食店

SOHO 北広島店 北広島市 西の里東１－４－１５ ショッピング

炭火焼肉 牛角 上磯店 北斗市 七重浜４－４４－６ 飲食店

大黒屋書店 上磯店 北斗市 七重浜５－１５－１ ショッピング

なごみ亭 北斗市 七重浜７－１３－３ 飲食店

萬屋七重浜店 北斗市 七重浜７－１３－３ ショッピング

プロノ 北斗七重浜店 北斗市 七重浜７－１３－３ ショッピング

函太郎 上磯店 北斗市 七重浜７－１５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とんかつ かつきち 上磯店 北斗市 七重浜７－１５－１ 飲食店

のとや七重浜 北斗市 七重浜７－１５－１４ 飲食店

41°GARDEN 北斗市 市渡１－１－１　新函館北斗駅 飲食店

酒舗 稲村屋 北斗市 市渡１－１－７　北斗市観光交流センター別館
内 ショッピング

JA新はこだて あぐりへい屋 北斗市 東前６２－１ ショッピング

とうかい北斗店 北斗市 飯生３－１－２９ ショッピング

炭火焼おおばん 北見市 とん田東町４７２番地６　 飲食店

コーチャンフォー北見店ミュージック 北見市 並木町５２１－４ ショッピング

コーチャンフォー北見店書籍 北見市 並木町５２１－４ ショッピング

コーチャンフォー北見店文具 北見市 並木町５２１－４ ショッピング

和牛焼肉あべべ 北見市 中央三輪２－３１２－１ 飲食店

豚の華北見店 北見市 光西町１８１－１　キャトルジョイ　１Ｆ 飲食店

ミックスウェイ 北見市 北１条西２丁目１５－４　 飲食店

寿司の小林 北見市 北４条西３－１６ー４ 飲食店

炭焼炙屋 北見市 北５条西３－１－１　ステラビル　１Ｆ 飲食店

百萬力 北見市 北５条西３－７－８　たぬきスクエアビル２ 飲食店

味覚園 銀座店 北見市 北５条西３丁目１－２　銀座ソシアルビル１Ｆ 飲食店

海鮮家　魚政　北見店 北見市 北５条西４－１１　ソシアルプラザビル　１Ｆ 飲食店

味覚園 総本店 北見市 北５条西４丁目　ソシアルビル６Ｆ 飲食店

ハピネス北見店 北見市 北進町１－１－１　ポスフール北見店　２Ｆ ショッピング

プロノ北見店 北見市 大町２６ ショッピング

コミュニティープラザパラボ 北見市 大通西２－１　まちきた大通ビル ショッピング

炭火家 小泉店 北見市 小泉２１８ 飲食店

MCフーズ北見店 北見市 小泉２６１－１ ショッピング

鮨長 北見市 山下町１丁目１－２　 飲食店

日本料理　とこ丹 北見市 山下町１丁目１－６　アクシスビル１Ｆ 飲食店

寿司割烹 粋里 北見市 山下町３－３－３ 飲食店

アストロプロダクツ 北見店 北見市 本町３－２－１１ ショッピング

回転寿しトリトン　三輪店 北見市 東三輪４－１２ 飲食店

回転寿司くるくる柏陽店 北見市 柏陽町５７７－１４ 飲食店

味覚園 栄町店 北見市 栄町２－１－７ 飲食店

そば処いなだ屋たんの店 北見市 端野町三区４６４－１１ 飲食店

かつ徳北見店 北見市 美芳町２－１－２０ 飲食店

回転寿しトリトン　夕陽ヶ丘店 北見市 美芳町２－５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

9 / 66

[北海道北海道]



回転寿司くるくる西富店 北見市 西富町１－１－３０ 飲食店

炭火焼肉 ヤマグチ 北見市 高栄西町１－１２－３３ 飲食店

ビックリッキー夕陽ケ丘店 北見市 高栄西町９－１－１ ショッピング

ヘアサロン ひとやね 千歳市 みどり台北１－７－１０ サービス

千歳ハム直売店 千歳市 上長都３－５ ショッピング

なんでもリサイクルビッグバン千歳信濃店 千歳市 信濃３－５ ショッピング

満天食堂 一休そば 千歳店 千歳市 北斗２－１０ 飲食店

かつや千歳 千歳市 北栄２－２－３９ 飲食店

彩旬　酒肴　あさ井 千歳市 千代田町１丁目１－１４　 飲食店

四季彩菜 丸 千歳市 千代田町３－２　オオハタビル 飲食店

SOEN 千歳市 千代田町３－５ ショッピング

メルカードきむら 千歳市 大和１－４－２１ ショッピング

ゆず亭 千歳市 幸町１－１５－８ 飲食店

ア　レーズ 千歳市 幸町２丁目１０－４　２Ｆ 飲食店

鮨処すずめ 千歳市 幸町４－７－３　幸ビル１Ｆ 飲食店

和 どさんこキッチン ゴリラ 千歳市 幸町５－６－１ 飲食店

海老天 千歳市 幸町６－１－１７ 飲食店

ミカミ美容室 千歳市 幸町６－２０ サービス

回転寿し　旬楽　千歳店 千歳市 新富１－２４－１２ 飲食店

ぱっく ぱっく ナカヤマ 千歳店 千歳市 朝日町５－２８－２　セントラルコーポ朝日　
１Ｆ ショッピング

ドレモルタオ ルタオショップ 千歳市 朝日町６－１－１ 飲食店

炭火焼肉 金剛園 千歳店 千歳市 末広３－１－２ 飲食店

牛たん炭焼 赤兵衛 千歳店 千歳市 末広３－１－２ 飲食店

Aguhairpirca千歳 千歳市 末広６－４－４　アルファ千歳駅前ビル　３Ｆ
　Ａ号室 サービス

焼肉徳寿 千歳店 千歳市 本町２－８－１ 飲食店

北々亭 千歳店 千歳市 東郊１－１－１ 飲食店

牛べぇ〜 千歳市 東郊１－７　ビアワークスちとせ 飲食店

駒そば亭 千歳市 柏台南１－５－２ 飲食店

海鮮亭 ととや 千歳市 清水町２－２８ 飲食店

焼肉 焚火家 千歳市 清水町３－８－５ 飲食店

FG千歳自由ヶ丘店 千歳市 自由ヶ丘２－１８－４ ショッピング

JA道央 千歳農産物直売所〔旬菜の館〕 千歳市 花園２－４－２　道の駅サーモンパーク千歳内 ショッピング

牛すけ 千歳市 豊里５－２－８ 飲食店

すし物語 季の風 千歳市 錦町１－１９－４　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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玉藤千歳店 千歳市 錦町３－５ 飲食店

ビックリッキー 千歳店 千歳市 錦町４－１ ショッピング

やきにく 大香 千歳市 錦町４－３０－２ 飲食店

Roots 千歳市 長都駅前２－６－４ サービス

コープはまなか 厚岸郡浜中町 茶内栄６５ ショッピング

新家寿司 古平郡古平町 新地町１３ 飲食店

ベストホーム 名寄店 名寄市 徳田２４９－１ ショッピング

プロノ 名寄店 名寄市 徳田８８－３ ショッピング

DZマート 名寄店 名寄市 徳田８８－３ ショッピング

Qマート 名寄駅前店 名寄市 東１条南８－１－４ ショッピング

カルビ大将 名寄店 名寄市 西４条南５－２６－１ 飲食店

西條 名寄店 名寄市 西４条南８丁目１ ショッピング

国稀酒造売店 増毛郡増毛町 稲葉町１－１７ ショッピング

西條 士別店 士別市 大通東１６－３１４３ ショッピング

炭火焼肉　いち 士別市 大通東１７丁目３１４３－２２　 飲食店

回転寿司とっぴ〜　士別店 士別市 大通西１６ 飲食店

有限会社中田ガラス店 士別市 東２条北１丁目１８番地 ショッピング

ビッグショップ カネ安 夕張市 末広２－１－６ ショッピング

文化堂 夕張市 清水沢３丁目２５番地　 ショッピング

つぼ八栗山店 夕張郡栗山町 中央３－２５－１ 飲食店

蔵元 北の錦記念館 夕張郡栗山町 錦３－１０９ ショッピング

焼肉の武八 夕張郡長沼町 中央南１－３－８ 飲食店

フレッシュイン グローブ 長沼店 夕張郡長沼町 銀座北１の１の１ ショッピング

チューオー 天塩店 天塩郡天塩町 新栄通１１ ショッピング

Qマート 幌延店 天塩郡幌延町 二条北１－１４ ショッピング

タイムリーイトウ幌延店 天塩郡幌延町 二条北１－１６ ショッピング

タイムリーイトウ豊富店 天塩郡豊富町 字豊富大通４丁目 ショッピング

北宗谷農業協同組合 Aコープ豊富店 天塩郡豊富町 豊富停車場通８ ショッピング

Aコープ 遠別店 天塩郡遠別町 本町３－７６－６８ ショッピング

チューオー 遠別店 天塩郡遠別町 本町６－２６ ショッピング

Qマート猿払店 宗谷郡猿払村 鬼志別西町５１ ショッピング

呑み喰い処宣 室蘭市 中央町２－１－９ 飲食店

焼肉レストラン 新羅館 室蘭市 中央町２－６－１０ 飲食店

想作飯家 しゃにむに 室蘭市 中央町２－９－３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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OFF 室蘭店 室蘭市 中島本町１－１－５ ショッピング

柳月 室蘭モルエ店 室蘭市 中島本町１－４－４　モルエ中島　Ａ 飲食店

ワインハウスグリーン 室蘭市 中島本町１－４－４　モルエ中島Ａ内 ショッピング

徳寿司 室蘭市 中島町１－１２－９ 飲食店

喜むら鮨 室蘭市 中島町１－１５－１６ 飲食店

やきとりの一平 中島本店 室蘭市 中島町１－１７－３ 飲食店

居酒屋男車 室蘭市 中島町１－３２－４ 飲食店

働來館 池田 室蘭市 中島町２－１２－２１ ショッピング

伊達和さび室蘭店 室蘭市 中島町３－１－１ 飲食店

キャロット 室蘭店 室蘭市 中島町３－１５－８ ショッピング

プロノ室蘭店 室蘭市 中島町３－１７－２ ショッピング

ジーベック中島店 室蘭市 中島町４－５－８ ショッピング

四季旬鮮 華美 室蘭市 八丁平５－２１－７ 飲食店

小がね　輪西店 室蘭市 輪西町１丁目三五の五　 飲食店

カタツムリ 室蘭市 高砂町１丁目４２－５ ショッピング

菓子工房 フラノデリス 富良野市 下御料２１５６－１ 飲食店

富良野チーズ工房 富良野市 中五区 ショッピング

焼肉まんぐう 富良野市 日の出町１３－１０ 飲食店

創作居酒屋しーすりー 富良野市 日の出町６－１３　 飲食店

菓子司 新谷 富良野市 朝日町４－７ 飲食店

DZマート 富良野店 富良野市 緑町１－１８ ショッピング

盆賊衆 富良野市 花園町２番１２号　 飲食店

回転寿司 トピカル 富良野市 若松町９－５ 飲食店

グラスフォレストインフラノ 富良野市 麓郷市街地の３ ショッピング

小樽オルゴール堂 本館 小樽市 住吉町４－１ ショッピング

曲イ田中酒造 亀甲蔵 小樽市 信香町２－２ ショッピング

プロノ 小樽店 小樽市 信香町３－２ ショッピング

利尻屋みのや 不老館 小樽市 堺町１－２０ ショッピング

大正硝子 宇宙 小樽市 堺町１－２２ ショッピング

すしざんまい　小樽店 小樽市 堺町１－３ 飲食店

牛角 小樽運河通り店 小樽市 堺町１－５－１８ 飲食店

おたる巽鮨 小樽市 堺町３－１５　 飲食店

どんぶり茶屋おたる堺町通り店 小樽市 堺町３－２４ 飲食店

かま栄 工場直売店 小樽市 堺町３－７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヌーベルバーグ ルタオ 小樽本店 小樽市 堺町４－１９ 飲食店

ルタオプラス 小樽市 堺町５－２２ 飲食店

大正硝子堺街店 小樽市 堺町６－１１ ショッピング

いか太郎本舗 小樽市 堺町６－４ ショッピング

小樽洋菓子舗 ルタオ 小樽市 堺町７－１６ 飲食店

地酒屋 北一 小樽市 堺町７－２０ ショッピング

北一硝子 三号館 和のフロア 小樽市 堺町７－２６ ショッピング

居酒屋あさり村 小樽市 新光１－１１－５ 飲食店

焼肉 大仁門 朝里店 小樽市 新光２－２－１ 飲食店

オリーブ 小樽市 新光４丁目１７－１８ ショッピング

深沢精肉店 南樽市場店 小樽市 新富町１２－２ ショッピング

握群来膳 小樽市 東雲町２－４　ｖｉｓｔａ東雲１Ｆ 飲食店

函太郎 小樽店 小樽市 港町５－４ 飲食店

廻転ずしとっぴー 小樽運河通店 小樽市 港町６－４ 飲食店

石上車輌 小樽店 小樽市 港町７－２ ショッピング

らく天 小樽市 稲穂２－１３－７ 飲食店

シューズショップ さとう 小樽市 稲穂２－２０－１　サンポ－ト ショッピング

エーナイン 小樽店 小樽市 稲穂２－２０－１　ドン・キホーテ・長崎屋２
Ｆ サービス

バーガーキング JR小樽駅店 小樽市 稲穂２－２２　ＪＲ小樽駅舎内 飲食店

駅なかマート タルシェ 小樽市 稲穂２－２２－１５　小樽駅内 ショッピング

武田鮮魚店 小樽市 稲穂３－１０－１６ ショッピング

マルキ滝波商店 小樽市 稲穂３－１０－１６　三角市場内 ショッピング

伊勢鮨 小樽市 稲穂３－１５－３ 飲食店

エキモルタオ 小樽市 稲穂３－９－１　サンビルスクエア　１Ｆ 飲食店

Hair's Beauty Leaf 小樽市 稲穂３丁目９－１　サンビルスクエア１Ｆ サービス

インプレス 小樽店 小樽市 稲穂５－１０－１　いなたビルＢ１ＦＦ サービス

PASSIOS 小樽市 築港１１　ウイングベイ小樽五番街　１Ｆ ショッピング

持帰り寿司　魚一心 小樽市 築港１１－１　ウイングベイ小樽１番街　２Ｆ 飲食店

回転寿司　魚一心 小樽市 築港１１－５　ウイングベイ小樽５番街　２Ｆ 飲食店

鮨処　魚一心 小樽市 築港１１－５　ウィングベイ小樽五番街　１Ｆ 飲食店

新倉屋 総本舗 小樽市 築港５－１ 飲食店

ショップさくら 小樽市 築港５－１ ショッピング

深沢精肉店 新南樽市場店 小樽市 築港８－１１ ショッピング

大正硝子館本店 小樽市 色内１－１－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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旭寿司本店 小樽市 色内１－１２ー５ 飲食店

焼肉 大仁門 本店 小樽市 色内１－１３－５ 飲食店

レストラン 好 小樽市 色内１－２－１８　協和浜ビル サービス

おたる政寿司　ぜん庵 小樽市 色内１－２ー１ 飲食店

イソ 小樽市 色内２－２－１４　２Ｆ 飲食店

曲イ田中酒造 本店 小樽市 色内３－２－５ ショッピング

クレイジ－スパイス小樽本店 小樽市 色内３－３ 飲食店

おたる政寿司　本店 小樽市 花園１－１－１ 飲食店

北とうがらし本店 小樽市 花園１－１０－７ 飲食店

和食処晄進 小樽市 花園１丁目８－２４　 飲食店

無国籍料理FOOD＆BAR　MONIKA 小樽市 花園３丁目２－１　 飲食店

茶寮　青葉ヶ丘 小樽市 花園５丁目６－４　 飲食店

二番通り酒店 小樽市 銭函２－２７－４ ショッピング

青空餃子店 小樽市 銭函３－５０９－６ 飲食店

北緯43度 岩内郡岩内町 万代４７－９ ショッピング

竹鮨 岩内郡岩内町 大浜５８－１５ 飲食店

プロノ 岩内店 岩内郡岩内町 栄１８０ ショッピング

とんでん 岩見沢店 岩見沢市 １０条東３丁目２－１ 飲食店

赤いリボン 岩見沢市 １０条東６４ 飲食店

アストロプロダクツ 岩見沢店 岩見沢市 １０条西１－１８－１ ショッピング

ジーベック岩見沢店 岩見沢市 １０条西２－１９－１ ショッピング

炭火居酒屋 炎 岩見沢店 岩見沢市 ３条東１－８－８ 飲食店

有限会社クラモチコーポレーション 岩見沢市 ３条西６－１－１ ショッピング

牛角 岩見沢店 岩見沢市 ４条西１－１－１ 飲食店

業務スーパー 岩見沢店 岩見沢市 ５条東６－３－３８ ショッピング

パッケージプラザAZ岩見沢店 岩見沢市 ５条西１３－１１ ショッピング

お菓子のほんだ岩見沢いなほ公園店 岩見沢市 ６条西１９－４ 飲食店

炭焼肉海鮮工房RAMA 岩見沢市 ８条東１０－２－４５ 飲食店

株式会社大久保商店 岩見沢市 上幌向南１条２丁目１１９０番地 ショッピング

卸売スーパー 岩見沢店 岩見沢市 北３条西１０ ショッピング

オフハウス 岩見沢店 岩見沢市 大和４条６－２－４ ショッピング

Aコープ 幌向店 岩見沢市 幌向南１条２丁目１３８－１ ショッピング

NORTH FARM STOCK 岩見沢市 志文町２９２－４ ショッピング

プロノ 岩見沢店 岩見沢市 日の出町２４－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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めーぷる倶楽部 岩見沢市 春日町１－２７－１ 飲食店

Aコープ 栗沢店 岩見沢市 栗沢町本町１６３ ショッピング

弟子屈ラーメン 総本店 川上郡弟子屈町 摩周１－１－１８ 飲食店

AXIS 帯広市 公園東町１－１－２　ストアレアーレ公園東町 サービス

平和園 帯広市 大通南１２－１ 飲食店

レストラン　まなべ 帯広市 東９条南１０－３５ー２ 飲食店

焼肉 はま屋 帯広市 東九条南１６－１－３７ 飲食店

MCフーズ帯広店 帯広市 東二条南１－１ ショッピング

AUBEhairreffine帯広店 帯広市 東二条南７－１－１　東２南７店舗 サービス

BIGテキサス 東5条店 帯広市 東五条南１２－３－１ ショッピング

プロノ帯広東店 帯広市 東四条南１６－４－１ ショッピング

RAGCIE 帯広市 西１２条南２８－３５－３ サービス

居酒屋 あまやどり 帯広市 西１７条南５－３１－３ 飲食店

ピザ＆レストラン宝島自由ケ丘店 帯広市 西１９条南５－２６ 飲食店

はげ天 帯広市 西１条南１０－５ 飲食店

すきやきの松伊 帯広市 西５条南３－１８ 飲食店

トカチバル一心 帯広市 西一条南１０－４－１　アポロビル　１Ｆ 飲食店

焼肉酒房 らざん 帯広市 西一条南１０－８ 飲食店

なかしま 帯広市 西一条南１０丁目８　立花ビル地下 飲食店

ワインショップ イノウエ 帯広市 西三条南１０－１０ ショッピング

鮨 はなおと 帯広市 西三条南２－１ 飲食店

Plus diamonds 帯広市 西三条南２３－６－１　２Ｆ サービス

平和園 緑ヶ丘店 帯広市 西九条南１７－４－２ 飲食店

クランベリー 弥生通り店 帯広市 西九条南２９－１ 飲食店

十勝ホルモンKEMURI 帯広店 帯広市 西二十一条南５－２１ 飲食店

プロノ帯広西店 帯広市 西二十二条南２－９－１ ショッピング

テキサス 本店 帯広市 西二十条南２－２２－７ ショッピング

炭火ダイニング とりの介 白樺通り店 帯広市 西二十条南３－１ 飲食店

クランベリー 白樺通り店 帯広市 西二十条南３－２－１９ 飲食店

平和園 東銀座店 帯広市 西二条南１０－１４ 飲食店

ワイン食堂ブォーノヴィーノ 帯広市 西二条南１０丁目８－１　北のうまいもん通り
内 飲食店

クリームテラスエスタ帯広駅店 帯広市 西二条南１２－４　エスタ西館 ショッピング

クランベリー 本店 帯広市 西二条南６－２ 飲食店

くまざわ書店 帯広藤丸店 帯広市 西二条南８－１　藤丸　６Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アストロプロダクツ 帯広店 帯広市 西五条南２８－１－１ ショッピング

売鮮市場どんどん 西5条店 帯広市 西五条南３１－１－２ ショッピング

つぼ八帯広稲田店 帯広市 西五条南３４－１６－１ 飲食店

焼肉だいじゅ園 稲田店 帯広市 西五条南４１－１－９ 飲食店

居酒屋月野郎 帯広市 西八条南３０丁目５－５　 飲食店

ボヌール マスヤ 帯広市 西十七条南３－２５ 飲食店

料理店 彩小鉢 帯広市 西十三条南３丁目２－３８ 飲食店

あさひや 帯広市 西十九条南４－１９－４ 飲食店

生らむホルモンいなみ 帯広市 西十五条南１０－１－２９ 飲食店

ワインプラザ カワイ 帯広市 西十八条南３－２７ ショッピング

炭火居酒屋 炎 帯広春駒通り店 帯広市 西十八条南５－３１－１　第九あさのビル　２
Ｆ 飲食店

BIGテキサス 北店 帯広市 西十六条北２－３８ ショッピング

BIGテキサス 南町店 帯広市 西十四条南３１－４－２７ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ 長崎屋帯広店 帯広市 西四条南１２－３　長崎屋帯広店　１Ｆ 飲食店

ハピネス帯広店 帯広市 西四条南２０－１　ポスフール帯広店　２Ｆ ショッピング

BIGテキサス 西5条店 帯広市 西四条南３１－１－４ ショッピング

吉野商店 常呂郡佐呂間町 永代町６７－２ ショッピング

斉藤商店 常呂郡佐呂間町 浜佐呂間１４４ ショッピング

焼肉だいじゅ園 本店 広尾郡大樹町 西本通１８ 飲食店

焼肉の春華 恵庭市 京町９０ 飲食店

うおはん 恵庭市 住吉町１－５－１ ショッピング

自遊空間恵庭住吉店〔サインレス〕 恵庭市 住吉町２－１５－１ 飲食店

道と川の駅 花ロードえにわ 恵庭市 南島松８１７－１８ 飲食店

JA道央 恵庭農畜産物直売所〔かのな〕 恵庭市 南島松８１７－１８ ショッピング

ビックリッキー 恵み野店 恵庭市 恵み野西３－１－９ ショッピング

笹松屋 恵庭市 恵み野西６－２０－３ ショッピング

ナチュール 恵み野店 恵庭市 恵み野里美２－１５　フレスポ恵み野 ショッピング

baker’s terrace 689 恵庭市 恵南６－８９ 飲食店

とんでん 恵庭店 恵庭市 戸磯６１６ 飲食店

ICHIE Flower＆Sweets 恵庭市 柏木町３－１－６ 飲食店

旬のお料理 釜めし いちえ 恵庭市 柏木町３－３－２ 飲食店

こな雪とんとん 恵庭店 恵庭市 柏木町４－８－３３ 飲食店

ヤマザキショップ島松駐屯地店 恵庭市 西島松３０８　陸上自衛隊島松駐屯地厚生セン
ター内 ショッピング

レストラン 彩 恵庭市 黄金中央２－１－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブルームーン 恵庭市 黄金北３－８－５ サービス

プロノ恵庭店 恵庭市 黄金南７－１８－２ ショッピング

BOOKOFF 恵庭バイパス店 恵庭市 黄金南７－１８－３ ショッピング

らーめん豚や 恵庭市 黄金南７丁目１８－５　 飲食店

Bistro La Campanella 斜里郡斜里町 港町１番地１３ 飲食店

DZマート 斜里店 斜里郡斜里町 青葉町２８－１０ ショッピング

天政 日高郡新ひだか町 静内御幸町１－１－１６ 飲食店

ビックリッキー 静内店 日高郡新ひだか町 静内木場町２ー１ー２４ ショッピング

ナカイ水産 日高郡新ひだか町 静内駒場９－２７ ショッピング

haruju 旭川市 １条通２０－６６５－１ サービス

炭火焼き肉 金花郎 旭川市 １条通４－２０４３－２ 飲食店

焼き鳥とおばんざい鳥忠 旭川市 ２条通２－２７６－３ 飲食店

和菜酒房織部 旭川市 ２条通７　プラネット２・７ビル　１Ｆ 飲食店

Limaasahikawa 旭川市 ２条通８－１４４－２　旭川市二条通ビル１Ｆ サービス

河井商店 旭川市 ３条通６丁目右１０号　カワイビル１Ｆ ショッピング

小西鮨 旭川市 ３条通６丁目右６　ビルＡ１Ｆ 飲食店

魚バカ祐一郎商店 旭川市 ３条通７－４２３－３　ビルドビエルＢ１Ｆ 飲食店

Bistro wine－ya 旭川市 ３条通７丁目　ｂｉｅＬｕビル　１Ｆ 飲食店

二幸 本店 旭川市 ３条通７丁目右７号 飲食店

花月会館 旭川市 ３条通７左８ 飲食店

ALTIINTERNATIONAL 旭川市 ３条通８－１７０５－６０　アイリットビル　
４Ｆ サービス

和三條かた岡 旭川市 ３条通８－左６ 飲食店

かつや旭川4条通店 旭川市 ４条通１０－２１８９－１ 飲食店

sperare 旭川市 ４条通１４丁目９１１－１　ＨＲＭ－Ｄ 飲食店

インマイブックストア 旭川市 ４条通２２－１１８－１２ ショッピング

寿し処ちば 旭川市 ４条通６丁目右７ 飲食店

しゃぶしゃぶべんけい 旭川市 ４条通８－買物公園１７０３－７ 飲食店

和酒角打 うえ田舎 旭川市 ４条通８丁目１７０３－９　十字屋ビル１Ｆ ショッピング

らーめんや天金 四条店 旭川市 ４条通９－１７０４－３１ 飲食店

梵天丸 旭川市 ５条通８丁目１２５３－４－左１　 飲食店

竹ちゃん鮨 本店 旭川市 三条通８丁目 飲食店

はんこ屋さん21 旭川店 旭川市 六条通７丁目３１－１０　日昇ビル１Ｆ ショッピング

グランヘアー大町店 旭川市 大町１条１０－１８１－７１ サービス

かつや旭川大町店 旭川市 大町２条３－５－１７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉もも太郎 旭川市 大町２条５ 飲食店

不二家 旭川大雪通り店 旭川市 大雪通４－４９１－５ 飲食店

髙砂酒造 旭川市 宮下通１７丁目右１号 ショッピング

炭火焼き肉 金花郎 宮下本店 旭川市 宮下通１９－７７５ 飲食店

コーチャンフォー旭川店書籍 旭川市 宮前１条２－４－１ ショッピング

とっぴ〜旭川宮前店 旭川市 宮前１条３－２－１０ 飲食店

ファイヤーバーグ旭川宮前店 旭川市 宮前１条４－１２－３７ 飲食店

コーチャンフォー旭川店 ミュージック 旭川市 宮前一条２－４－１ ショッピング

コーチャンフォー旭川店文具 旭川市 宮前一条２－４－１ ショッピング

プロノ 旭川川端店 旭川市 川端町７条１０－２２１３－２０ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ旭川忠和店 旭川市 忠和５条５－８－１９ 飲食店

学研忠和くりの木教室 旭川市 忠和６条４丁目３－１０　 ショッピング

なにわ寿司 旭川市 新富２条２－１０－１０ 飲食店

ブックオフ 旭川旭町店 旭川市 旭町１条７　旭町ショッピングセンター内 ショッピング

エチュード洋菓子店 旭川市 旭町１条９－６８９－２３ 飲食店

美食酒場　竹 旭川市 旭町２条１４丁目２９７－２６５　 飲食店

回転寿しトリトン　旭神店 旭川市 旭神３条５－１ 飲食店

ブックオフ 旭川旭神店 旭川市 旭神３条５－２ ショッピング

業務スーパー 旭神店 旭川市 旭神３条５－２－３ ショッピング

炭火焼き肉 金花郎 旭川市 春光１条７－２ 飲食店

DZマート 春光店 旭川市 春光１条９－７－８ ショッピング

DZマート 春光5条店 旭川市 春光５条４－６－１４ ショッピング

Barber オトベ2 旭川市 春光台３条３丁目７－１８ サービス

まるしん商店 旭川市 春光台３条４－１－１３ ショッピング

プロノ旭川末広店 旭川市 末広１条８－１－２８ ショッピング

DZマート 末広店 旭川市 末広１条９－１－３５ ショッピング

AGレンタカー 旭川市 末広２条１２丁目７－８ サービス

MCフーズ旭川店 旭川市 東４条９丁目１－１１ ショッピング

柳月 アークス東光店 旭川市 東光１０条７－１－３３ 飲食店

かつや旭川東光店 旭川市 東光１２条６－４－１１ 飲食店

プロノ旭川東光店 旭川市 東光１６条５－３－２２ ショッピング

パティスリーフゥ！！ 旭川市 東光１８条８－１－２６ 飲食店

炭火焼肉　金斗雲 旭川市 東光６条７丁目５－１　 飲食店

DZマート 東光8条店 旭川市 東光８条１－３－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ALTIOASIS 旭川市 東光９条２－１－１０ サービス

DZマート 豊岡店 旭川市 東旭川南１条２－２－１３ ショッピング

エスペリオ 旭川店 旭川市 東旭川町上兵村２４０－８ 飲食店

BEEF IMPACT 旭川パワーズ 旭川市 永山１１条４－１１９－５７ 飲食店

プチパル 旭川店 旭川市 永山１１条４－１２１－１６ ショッピング

農産物直売所あさがお 永山店 旭川市 永山２条１９－３－１１ ショッピング

北かり本店 旭川市 永山３条４－１－５ ショッピング

BOOKOFF 旭川永山店 旭川市 永山５条５－１－２１ ショッピング

飲み喰い処 かつみ家 旭川市 永山７条１１－２－３ 飲食店

楽笑酒場 マコト家 旭川市 永山７条４丁目３－５セブンハイツＡ１Ｆ店舗 飲食店

DZマート 永山7条店 旭川市 永山７条６－２－２ ショッピング

DZマート 神居店 旭川市 神居３条７－１－５ ショッピング

農産物直売所あさがお 神楽店 旭川市 神楽５条８－１－１６ ショッピング

アミューズマーケットカグラオカプラタ 旭川市 神楽岡５条４丁目１－８　 ショッピング

LODGE 旭川市 神楽岡５条６－４－２２　旭祥ハイツ　１Ｆ サービス

DZマート 神楽岡店 旭川市 神楽岡５条７－３－３２９８ ショッピング

ロット ヘアー 旭川市 緑が丘３条１－２－４０ サービス

焼肉コプちゃん 旭川市 緑が丘３条３－１－２ 飲食店

土井商店 旭川市 緑が丘東３条１－１２－４ ショッピング

鮨　天ぷら　松もり 旭川市 緑町１６丁目　３０５９－６緑ハイツ１階 飲食店

イン東京 旭川店 旭川市 緑町２３－２１７４－５１ その他

パティスリ－クレモンティ－ヌ 旭川市 豊岡１３条５－３－４ ショッピング

銀座山形屋　旭川店 旭川市 豊岡３条２丁目２－１９　アモールショッピン
グセンター１Ｆ 飲食店

（有）パティスリーダンデリオン 旭川市 豊岡４条１１－１－７ 飲食店

DZマート 近文店 旭川市 錦町１９－２１６７－１１ ショッピング

Aマート壮瞥店 有珠郡壮瞥町 滝之町４２０ ショッピング

鬼はそと・福はうち 札幌市中央区 伏見１－３－１１ 飲食店

hair salon age 札幌市中央区 伏見１－４－１２ サービス

ヒルサイドテラス ふしみグリエ 札幌市中央区 伏見２－３－３ 飲食店

こまつ 札幌市中央区 円山西町８－４－２６ 飲食店

MIYA 桑園駅前店 札幌市中央区 北１０条西１４－１　ＪＲ桑園駅イーストプラ
ザ　１Ｆ サービス

ORSAY 札幌市中央区 北１０条西１４－１－２ ショッピング

炭火焼倶楽部 札幌市中央区 北１０条西１４－１－２　イ－ストプラザ　１
Ｆ 飲食店

やきとり 太助 札幌市中央区 北１０条西１５　桑園駅ウエストプラザ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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LUCIDO STYLE SERVE 札幌市中央区 北１０条西１５丁目　鉄道高架下１Ｆ サービス

C＆C キャロット本店 札幌市中央区 北１０条西２３ ショッピング

焼肉と料理シルクロード すすきの 札幌市中央区 北１１条西１４－１－７５ 飲食店

岩本林蔵商店 札幌市中央区 北１１条西２１－２－３ ショッピング

カネダイ 札幌市中央区 北１１条西２１－２－３ ショッピング

北海道特産品販売 札幌市中央区 北１１条西２２－４ ショッピング

杉山水産 根室かに市場 場外市場店 札幌市中央区 北１１条西２２ー１ー２６　卸売センター ショッピング

うなぎ屋悠 札幌市中央区 北１１条西２２丁目　１－１北町プラサ１Ｆ 飲食店

マルサン 三上商店 札幌市中央区 北１２条西２０－１－２ ショッピング

大金畜産 札中卸センター店 札幌市中央区 北１２条西２０－１－２　札中卸センター内 ショッピング

タカヒロさっぽろ朝市店 札幌市中央区 北１２条西２０－１－２０　さっぽろ朝市 ショッピング

札幌スープカレーHIGUMA 札幌市中央区 北１３条西１７ー１ー３０ 飲食店

KALON sapporo 札幌市中央区 北１条東３－２－１２ サービス

アルテピア（北海道美術館協力会） 札幌市中央区 北１条西１７　北海道立近代美術館内 ショッピング

KITAKARO L 札幌市中央区 北１条西１７－１－１ 飲食店

Cabinet de Vin Sapporo 札幌市中央区 北１条西２　札幌時計台ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

町のすし家 四季 花まる 時計台店 札幌市中央区 北１条西２－１　札幌時計台ビル　１Ｆ 飲食店

ミルバ 札幌時計台店 札幌市中央区 北１条西２－１　札幌時計台ビル　７Ｆ ショッピング

一夜干しと海鮮丼できたて屋時計台店 札幌市中央区 北１条西２－１　札幌時計台ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

銀座あまくさ札幌 札幌市中央区 北１条西２－１　札幌時計台ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

中国北方家庭料理 順香 札幌市中央区 北１条西２－１　札幌時計台ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

Mandrill 札幌市中央区 北１条西２－１－３　りんどうビル６Ｆ サービス

山猫バル 札幌市中央区 北１条西２－１１－１　第２３山京ビル１Ｆ 飲食店

hokurokujewelry 札幌市中央区 北１条西２１丁目 ３－２６札幌合同ビル１階 ショッピング

ヘアーデザイナーズクルー ドルフィン 札幌市中央区 北１条西２３－１－１５　勇崎ビル サービス

ヘアスペース クラージュ 本店 札幌市中央区 北１条西２３－２－１０ サービス

Hair Bespoke HYS 札幌市中央区 北１条西２３－２－１１　メゾンクレスト円山
公園　１Ｆ サービス

一久大福堂 円山店 札幌市中央区 北１条西２４ 飲食店

焼肉木村屋 札幌市中央区 北１条西２４－３－１　ＭＡＬＩＢＵ円山ＳＱ
　２Ｆ 飲食店

M．STAGE 円山店 札幌市中央区 北１条西２４－４－１　東光ストアー円山店　
２Ｆ ショッピング

エトピリカ円山店 札幌市中央区 北１条西２４丁目　東光ストア円山店内　２Ｆ ショッピング

すし善　本店 札幌市中央区 北１条西２７－２－７ 飲食店

丸亀 札幌市中央区 北１条西２７－３－１６ ショッピング

Deli tto Quichu 札幌市中央区 北１条西２７－５－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アニバーサリー札幌円山店 札幌市中央区 北１条西２８－６－１ 飲食店

宗家源吉兆庵 札幌円山店 札幌市中央区 北１条西２８－７－１ 飲食店

鮨処　西鶴北1条店 札幌市中央区 北１条西３　北１条駅前通りビル　２Ｆ 飲食店

邦寿し 札幌市中央区 北１条西３　古久根ビル　３Ｆ 飲食店

THE MEAT SHOP 札幌市中央区 北１条西３　札幌中央ビル　５Ｆ 飲食店

Sohbi 札幌店 札幌市中央区 北１条西３－３　ばらと北一条ビル　１Ｆ ショッピング

トニーローマ札幌店 札幌市中央区 北１条西３－３　札幌ＭＮビル１Ｆ 飲食店

炭火居酒屋 炎 ユニゾイン店 札幌市中央区 北１条西３－３－１０　ユニゾイン札幌 飲食店

魚々路札幌店 札幌市中央区 北１条西３－３－１１　桂和北一条ビル　３Ｆ 飲食店

lico×little札幌駅前 札幌市中央区 北１条西３－３－１１　桂和北一条ビル４Ｆ サービス

wine bistro 晴 札幌市中央区 北１条西３－３－２　ｓａｐｐｏｒｏメダルビ
ル１Ｆ 飲食店

大衆串横丁てっちゃん時計台前店 札幌市中央区 北１条西３－３－２２　ＳＴＶ時計台通ビル１
Ｆ 飲食店

CAVIN OSAKAYA 札幌市中央区 北１条西３－３－８ ショッピング

ベルフルール VIP店 札幌市中央区 北１条西３丁目　北尾ビル８Ｆ サービス

居酒屋ふる里 札幌総本店 札幌市中央区 北１条西３丁目　札幌中央ビル４Ｆ 飲食店

寿司・中国料理 福禄寿 札幌市中央区 北１条西３丁目３－２４　札幌中央ビル３Ｆ 飲食店

チャコット 札幌支店 札幌市中央区 北１条西４－２－２　札幌ノースプラザ ショッピング

らーめん山頭火 札幌北1条チカホ店 札幌市中央区 北１条西４－２－２　札幌ノースプラザ　Ｂ１
Ｆ 飲食店

Euphoria 札幌市中央区 北１条西４丁目　三甲大通公園ビル１Ｆ サービス

北菓楼 札幌本館 札幌市中央区 北１条西５－１－２ 飲食店

ZEEN 札幌店 札幌市中央区 北２条東１－５－２　Ｅ－ｈｏｒｉｚｏｎ北２
条 サービス

はらこ 札幌市中央区 北２条東１１－８２－２４ 飲食店

札幌花材 札幌市中央区 北２条東１２－９８－３１ ショッピング

coron 札幌市中央区 北２条東３－２－４　Ｐｒｏｄ．２３　１Ｆ ショッピング

ピカンティ札幌駅前店 札幌市中央区 北２条西１－８－４　青山ビル　１Ｆ 飲食店

活食・隠れ酒蔵かけはし 北二条 札幌市中央区 北２条西２　マルホビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

浪花ひとくち餃子 餃々 札幌時計台店 札幌市中央区 北２条西２－３８　不二家岡本ビル　１Ｆ 飲食店

MEAT MARKET円山店 札幌市中央区 北２条西２４－１－１０ 飲食店

rencontre 札幌市中央区 北２条西２５－１－２　管財ビル　２Ｆ サービス

ヘアー ビーフラット 札幌市中央区 北２条西２８－４－１９ サービス

ホルモン食堂 円山店 札幌市中央区 北２条西２８丁目１－１８　円山パークハイツ
１Ｆ 飲食店

とりの介 時計台通り店 札幌市中央区 北２条西２丁目フ－ジャ－ス札幌ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

オアシス札幌店 札幌市中央区 北２条西３　タケサトビル　３Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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寿し心 なかむら 札幌市中央区 北２条西３　敷島ビル　Ｂ１ 飲食店

理容シキシマ 札幌市中央区 北２条西３－１ サービス

ヴァンカウンシルサロン札幌本店 札幌市中央区 北２条西３－１　敷島ビル　２Ｆ サービス

G－SHOCKSTORE SAPPORO 札幌市中央区 北２条西３－１－２０ ショッピング

博多もつ鍋やまや 札幌駅前通り店 札幌市中央区 北２条西３－１－２０　札幌フコク生命越山ビ
ル　２Ｆ 飲食店

Cafe Blue シタッテサッポロ店 札幌市中央区 北２条西３－１－２０　札幌フコク生命越山ビ
ルＢ１Ｆ 飲食店

銀座 篝 札幌支店 札幌市中央区 北２条西３－１－２０Ｂ１０２区画 飲食店

炭火居酒屋炎北2条店 札幌市中央区 北２条西３－１－３４　正門館ビル　２Ｆ 飲食店

Aguhairjapan札幌駅前 札幌市中央区 北２条西３－１－３４　正門館ビル　４Ｆ サービス

La fith hair 札幌店 札幌市中央区 北２条西３－１－３４　正門館ビル　９Ｆ サービス

MIXSA 札幌市中央区 北２条西３－１－３４　正門館ビル５Ｆ サービス

ALURE HAIR ATELIER 札幌市中央区 北２条西３－１－３４　正門館ビル７Ｆ サービス

MARUMI COFFEE STAND 札幌市中央区
北２条西３丁目１－２０　札幌フコク生命越山
ビル　ｓｉｔａｔｔｅ　ｓａｐｐｏｒｏ　Ｂ１
Ｆ

飲食店

雪印パーラー　札幌本店 札幌市中央区 北２条西３丁目１－３１　太陽生命札幌ビル１
Ｆ 飲食店

レストランMINAMI 札幌市中央区 北２条西４－１　赤れんがテラス　４Ｆ 飲食店

炭火串焼 やまと 札幌市中央区 北３条東２－２－５　若葉ビル１Ｆ 飲食店

蔵太郎 札幌市中央区 北３条東４－３－６ ショッピング

サローネ・パルテンツァ札幌店 札幌市中央区 北３条西１６－１－９　日通不動産知事公館前
ビル ショッピング

レストラン プロヴァンサル・キムラ 札幌市中央区 北３条西１７－２－１ 飲食店

Chaton 札幌駅前店 札幌市中央区 北３条西２　本田ビル　５Ｆ サービス

ラ・カーサブランカ 札幌市中央区 北３条西２－１　ＮＣ北専北３条ビル２Ｆ 飲食店

lico札幌駅前 札幌市中央区 北３条西２－１－２７　アストリア札幌３Ｆ サービス

Aguhairlip札幌駅前 札幌市中央区 北３条西２－１－２７　アストリア札幌ビル　
７Ｆ サービス

生パスタ専門店 レヴァ－ロ 札幌市中央区 北３条西２３－２－１５　ハウフィス　１Ｆ 飲食店

Restaurant　MiYa－Vie 札幌市中央区 北３条西２６－３－８　Ｎ２ビル　B１F　Ａ 飲食店

ラ・サンテ 札幌市中央区 北３条西２７－２－１６ 飲食店

ベビーフェイス 札幌宮の森店 札幌市中央区 北３条西２８－１－１ 飲食店

山本のハンバ－グ札幌miredo店 札幌市中央区 北３条西３－１　大同生命札幌ビル　１Ｆ 飲食店

回転寿司根室花まる大同生命札幌ビルmir 札幌市中央区 北３条西３－１－１　大同生命札幌ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

AUBEhairlien札幌3号店 札幌市中央区 北３条西３－１－４１　Ｎ北３西３ビル　９Ｆ サービス

プルーム カフェアンドショップ 札幌店 札幌市中央区 北３条西４－１－１　日本生命札幌ビル　１Ｆ 飲食店

ゴディバ日本生命札幌ビル店 札幌市中央区 北３条西４－１－１　日本生命札幌ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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握り寿司函太郎 札幌日生ビル店 札幌市中央区 北３条西４－１－１　日本生命札幌ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶれたす札幌駅前店 札幌市中央区 北３条西４－１－１　日本生命札幌ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

うにむらかみ　日本生命札幌ビル店 札幌市中央区 北３条西４－１－１　日本生命札幌ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

松尾ジンギスカン 札幌駅前店 札幌市中央区 北３条西４－１－１　日本生命札幌ビルＢ１ 飲食店

お肉家 季稟 札幌市中央区 北４条東２－８－４　山城屋ビル　１Ｆ 飲食店

jose 札幌市中央区 北４条東２－８－７　ＰＩＮＮＮ４Ｅ２－１　
Ｂ１Ｆ 飲食店

スープカリー奥芝商店駅前創成寺 札幌市中央区 北４条西１－１－３　ホクレンビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

大金畜産小売部 札幌市中央区 北４条西１１－３ ショッピング

洋風居酒屋 Soul＆Spice 札幌市中央区 北４条西１１－４０　ＢＧウエストビル 飲食店

ヘアーサロンカシータ 札幌市中央区 北４条西１３－１－２７　ナムズビル２Ｆ サービス

鳥大 札幌市中央区 北４条西１４－１－２９ 飲食店

サンエース 札幌 札幌市中央区 北４条西１７－１９－２３ ショッピング

oshalehair （おしゃれヘアー） 札幌市中央区 北４条西１丁目　Ｂ１Ｆ　ホクレンビル サービス

焼肉徳寿 K－Place 札幌市中央区 北４条西２　カメイ札幌駅前ビル　１０Ｆ 飲食店

炙屋札幌駅南口店 札幌市中央区 北４条西２　札幌ＴＲビル　１０Ｆ 飲食店

ホルモン酒場風土 札幌駅前店 札幌市中央区 北４条西２　札幌ＴＲビル　２Ｆ 飲食店

博多餃子舎603 札幌駅前店 札幌市中央区 北４条西２　札幌ＴＲビル　２Ｆ 飲食店

チルコ 札幌市中央区 北４条西２　札幌ＴＲビル　３Ｆ 飲食店

回転寿しトリトン　円山店 札幌市中央区 北４条西２３－２－１７ 飲食店

hair aura 札幌市中央区 北４条西２６－５－１９　第十藤栄ビル　１Ｆ サービス

佐藤水産 本店 札幌市中央区 北４条西３－１ ショッピング

L’s Garden 札幌市中央区 北４条西３－１　成友ビル　４Ｆ サービス

AUBEhairlutella札幌4号店 札幌市中央区 北４条西３－１　札幌駅前合同ビル　９Ｆ サービス

自遊空間札幌駅前南口店サインレス 札幌市中央区 北４条西３－１－１　ａｕｎｅ札幌駅前　７・
８Ｆ 飲食店

アイマジックピュア札幌駅前店 札幌市中央区 北４条西３－１－３　札幌駅前合同ビル４Ｆ サービス

とんかつ はららき まるやまてん 札幌市中央区 北４条西３０－２－１ 飲食店

千房札幌アスティ45店 札幌市中央区 北４条西５－１　アスティ４５Ｂ１Ｆ 飲食店

播磨屋本店 札幌店 札幌市中央区 北４条西５－１－３　日本生命北門館ビル ショッピング

海鮮酒蔵　二三一 札幌市中央区 北４条西５丁目　アスティ４５　Ｂ１ 飲食店

かっぽうぎ　札幌アスティ店 札幌市中央区 北４条西５丁目　アスティ４５ビル　２Ｆ 飲食店

モリエール・カフェ 降っても晴 札幌市中央区 北４条西６－３－３　六花亭札幌本店ビル　９
Ｆ 飲食店

ヤマハミュージックリテイリング 札幌店 札幌市中央区 北４条西６丁目３－３　六花亭札幌本店３Ｆ・
４Ｆ ショッピング

ONLY 札幌エスタ店 札幌市中央区 北５条西２－１　札幌エスタ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

23 / 66

[北海道北海道]



Lien 札幌市中央区 北５条西２４－２－１　ＯＭレジデンス円山　
１Ｆ サービス

桜本商店円山 札幌市中央区 北５条西２７－３－５　エスポアール円山　１
Ｆ ショッピング

胃酒屋 串夢鳥 西28丁目店 札幌市中央区 北５条西２８－２－１　北５ビルＢ１Ｆ 飲食店

中華居酒屋 香香厨房 JR55ビル店 札幌市中央区 北５条西５　ＪＲ５５　ｓａｐｐｏｒｏビル７
Ｆ 飲食店

イタリアンダイニンググラッツェJR55ビ 札幌市中央区 北５条西５－１－１　ＪＲ５５ｓａｐｐｏｒｏ
ビル６Ｆ 飲食店

シュラスコバウアーブロガド 札幌市中央区 北５条西５－１１　ＪＲ５５札幌ビル　７Ｆ 飲食店

フラワースペースグラベル 札幌駅前店 札幌市中央区 北５条西５－７　ＳＡＰＰＯＲＯ５５ビル１Ｆ ショッピング

サントリーズガーデン 昊 札幌市中央区 北５条西５丁目ＪＲ５５ビル８階 飲食店

さっぽろ鮨処海森 札幌市中央区 北５条西６－１－２３　第一道通ビルＢ１Ｆ 飲食店

リストランテ イル・フィオーレ 札幌市中央区 北６条西１５－３－９ 飲食店

リストランテバンビーノ 札幌市中央区 北６条西１９丁目２２　 飲食店

Twinkle 札幌市中央区 北６条西２５－４－１　メゾンド北円山１Ｆ サービス

bond’s soen 札幌市中央区 北７条西１４－２８－２５　朝日プラザ北七条
Ａ棟　１Ｆ サービス

坪 札幌市中央区 北一条西２０－２－２７　クレオレジデンス２
０　１Ｆ ショッピング

やきとり おでん 然 札幌市中央区 北四条西４　ＭＭＳ札幌駅前ビル（旧札幌日興
ビル）　Ｂ１Ｆ 飲食店

はなまるこ 札幌市中央区 南１０条西２１－５－５１ ショッピング

温味 札幌市中央区 南１０条西６－３－２ 飲食店

桜本商店 札幌市中央区 南１０条西７－４－３ ショッピング

つぼ八 南10条店 札幌市中央区 南１０条西８－２－３６ 飲食店

non－style TAMIS 札幌市中央区 南１１条西１－５－２３　キャトレール中島公
園　１Ｆ 飲食店

ショコラティエ マサール 札幌市中央区 南１１条西１８－１－３０ 飲食店

さかな真心亭 札幌市中央区 南１１条西２０－１－１ 飲食店

真心庵　天真 札幌市中央区 南１１条西２０－１－５ 飲食店

さかな真心庵 札幌市中央区 南１１条西２０－１－５ 飲食店

チロリン村 旭ヶ丘店 札幌市中央区 南１１条西２２－２－３ 飲食店

焼肉ハウス 草原 札幌市中央区 南１１条西２２－２－８　みたかＭＳ　１Ｆ 飲食店

メナ-ドフェイシャル南11条西 札幌市中央区 南１１条西９丁目３－４５ サービス

中川米穀㈱ 札幌市中央区 南１２条西１４丁目１－２４ ショッピング

Old New 札幌市中央区 南１２条西２２丁目１－１ ショッピング

中国料理 養源郷 札幌市中央区 南１２条西８－３－４６　札幌華僑会館ビル１
Ｆ 飲食店

嵜本 ベーカリー札幌南13条店 札幌市中央区 南１３条西１５－２－３ 飲食店

フランス料理の店 シェ・スガヤ 札幌市中央区 南１３条西２１－３－２５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エルムガーデン 札幌市中央区 南１３条西２３ー５ー１０ 飲食店

ブックオフ 札幌山鼻店 札幌市中央区 南１４条西１５丁目４－１６ ショッピング

かつ徳 伏見店 札幌市中央区 南１４条西１９丁目１番８号 飲食店

MARUMICOFFEENAKAJIMA 札幌市中央区 南１４条西６－５－１　ＫＣメープルコート１
Ｆ 飲食店

メナ-ド南14条店 札幌市中央区 南１４条西６丁目 ６－１３シャト－フロント
ナック２０３ ショッピング

はんこ屋さん21札幌行啓通店 札幌市中央区 南１４条西７－３－２ ショッピング

BARBER GEE EIGHT 札幌市中央区 南１４条西８－４ー１３　アルファコート１Ｆ サービス

大垣書店東光ストア行啓通店 札幌市中央区 南１４条西９－１－１５　東光ストア行啓通店
　１Ｆ ショッピング

ラ・ヴェリテ 札幌市中央区 南１４条西９－２－１３　山鼻屯田記念会館１
Ｆ 飲食店

フル－ツケ－キファクトリ－伏見本店 札幌市中央区 南１５条西１９－１－７　緑新興産ビル　１Ｆ ショッピング

スポーツReショップ 伏見店 札幌市中央区 南１５条西１９－２－１ ショッピング

奏春楼 札幌市中央区 南１６条西１０－３－２５ 飲食店

北海道生まれ和食処とんでん 南16条店 札幌市中央区 南１６条西１１ 飲食店

晴れ時々ぱん札幌店 札幌市中央区 南１６条西１９－１－８ 飲食店

カットサロンエイジ 札幌市中央区 南１６条西９－１－３ サービス

フーズセンターやまもと 札幌市中央区 南１７条西１５－１－１ ショッピング

帆掛鮨 札幌市中央区 南１７条西９－１－４０ 飲食店

かつや 札幌石山通 札幌市中央区 南１９条西１０ー１ー２１ 飲食店

つぼ八 南19条店 札幌市中央区 南１９条西１５－１－１ 飲食店

AOEHAIR 札幌市中央区 南１９条西１５－２－６　Ｋ２ビル　２Ｆ サービス

Cafe Blue 札幌市中央区 南１９条西１６－９－１２ 飲食店

焼肉 金太郎 札幌市中央区 南１９条西７－３－５ 飲食店

玉木商店 玉翠園 札幌市中央区 南１条東１－１ ショッピング

ペーパーショップ サクマ 札幌市中央区 南１条東４－７ ショッピング

エーアイディー 札幌店 札幌市中央区 南１条東６－２－３０　ラ・フォーレサッポロ
　２０３ ショッピング

饂飩の四国 札幌シャンテ店 札幌市中央区 南１条西１　札幌シャンテ　Ｂ２Ｆ 飲食店

Source11 札幌市中央区 南１条西１－１３－４　東急ステイ札幌１Ｆ 飲食店

丸美珈琲店 札幌市中央区 南１条西１－２　松崎ビル１Ｆ 飲食店

kanakoのスープカレー屋さ 札幌市中央区 南１条西１－２－２　大沢ビル　１Ｆ 飲食店

ポポンデッタ 札幌大通店 札幌市中央区 南１条西１－８－２　ジュンク堂書店内　Ｂ１
Ｆ ショッピング

Cafe＆BAR＆Darts　HIDEOUT 札幌市中央区 南１条西１１－３２８　ＭＳマテリアルビル　
Ｂ１Ｆ 飲食店

ビアセラーサッポロ 札幌市中央区 南１条西１２－３２２　ＡＭＳビル１Ｆ ショッピング

スープカレーネイビーズ 札幌市中央区 南１条西１３－３１７－２　三誠ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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AnorakcityStore 札幌市中央区 南１条西１５丁目 １－３１９－シャト－ルレ－
ブ２０１号 ショッピング

Lian 札幌市中央区 南１条西１８－１－２７ サービス

小林水産 札幌市中央区 南１条西１９－１ ショッピング

piccolina 札幌市中央区 南１条西１丁目２大沢ビル４Ｆ ショッピング

BELL 札幌市中央区 南１条西２－１－４　サンエス二番街ビル　３
Ｆ サービス

メンズサロンブロック 札幌市中央区 南１条西２－１－４　サンエス二番街ビル　６
Ｆ サービス

hair GLADROOM 札幌市中央区 南１条西２－４－１　第五藤井ビル５Ｆ サービス

書遊 札幌アメミヤ店 札幌市中央区 南１条西２－５　南一条Ｋビル　５Ｆ ショッピング

Select Shop FLARE 札幌市中央区 南１条西２１－１－１０　ベラクレエ裏参道 ショッピング

日曜日のクッキー。 札幌市中央区 南１条西２１－１－２３ 飲食店

和処 よし田 札幌市中央区 南１条西２２－１－３　マックスビル　２Ｆ 飲食店

鮨しののめ 札幌市中央区 南１条西２２－２－１５　シ－ズンビル　２０
３ 飲食店

日本料理 潤花 札幌市中央区 南１条西２２－２－１５　シーズンビルＢ　１
０１ 飲食店

坂 札幌市中央区 南１条西２２丁目　２－１５シ－ズンビル１Ｆ 飲食店

鮨無双 札幌市中央区 南１条西２３－１－８　チサンマンション札幌
第八 飲食店

札幌フラワー 札幌市中央区 南１条西２４－１－２３　ネオアージュ裏参道
１Ｆ ショッピング

すし宮川 札幌市中央区 南１条西２４－１－３０　円山ＯＣＴＢＬＤ　
１Ｆ 飲食店

sacae 札幌市中央区 南１条西２５－２－１ 飲食店

プリズム・ヘアー 札幌市中央区 南１条西２５－２－２２　パケットビル　２Ｆ サービス

日本料理まるやまかわなか 札幌市中央区 南１条西２５－２－２２　パケットビルＢ１Ｆ 飲食店

町村農場円山 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　ｍａｒｕｙａｍａｃｌ
ａｓｓ ショッピング

千野米穀店 円山精米所 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　１Ｆ ショッピング

ジュピター札幌円山店 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　１Ｆ ショッピング

とんよしマルヤマクラス店 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　１Ｆ 飲食店

Village 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　２Ｆ ショッピング

riche 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　２Ｆ ショッピング

マティエ ナチュレ 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　２Ｆ ショッピング

JOJO et NONO円山店 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　２Ｆ ショッピング

アーニス フォー リラクシング 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　２Ｆ ショッピング

リトルウォーク・トウ・ア・パークマルヤマ 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　２Ｆ ショッピング

ミネットbyワコールマルヤマクラス店 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス　Ｂ１
Ｆ ショッピング

農家の息子 maruyama 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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melange 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス２Ｆ ショッピング

chill 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス２Ｆ ショッピング

レフティクロージングマリガン 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス２Ｆ ショッピング

FRANCK PROVOST 円山店 札幌市中央区 南１条西２７－１－１　マルヤマクラス３Ｆ サービス

大丸藤井セントラル 札幌市中央区 南１条西３－２ ショッピング

GINZAグローバルスタイル札幌パルコ店 札幌市中央区 南１条西３－５－１　札幌パルコ　Ｂ１Ｆ ショッピング

GALA 札幌市中央区 南１条西３－８　ポールタウン　第Ｂ２ ショッピング

靴下屋なかの 札幌市中央区 南１条西３－８－２　さっぽろ地下街ポールタ
ウン ショッピング

シューズショップIWAI 地下街店 札幌市中央区 南１条西３丁目　地下街　ポールタウン北 ショッピング

lico×little 札幌市中央区 南１条西４－１５－１　第２１ビックビル３Ｆ
　３４１ サービス

PD fino Odori 札幌市中央区 南１条西４－１５－１　第２１ビッグビル５Ｆ サービス

ヤマダホルモン 札幌市中央区 南１条西４－１５－２　Ｓ－１パーキングビル
２Ｆ 飲食店

海鮮個室酒場伊まり大通駅前店 札幌市中央区 南１条西４－１６－１　南舘ビル　３Ｆ 飲食店

ONLY 札幌大通 札幌市中央区 南１条西４－２０－５　札幌エスワンビル　１
Ｆ ショッピング

Graphy 札幌大通 札幌市中央区 南１条西４－７－１　クリエイトビル２Ｆ サービス

いきなり！ステーキ 札幌南店 札幌市中央区 南１条西４－８　フジイビル　１Ｆ 飲食店

A．P．C． SAPPORO 札幌市中央区 南１条西４－８　フリーデンビル　１Ｆ ショッピング

玉光堂 四丁目店 札幌市中央区 南１条西４丁目　日之出ビルＢ１Ｆ ショッピング

寿司の福家 札幌市中央区 南１条西５－１－３　ＫＡＧＡ１・５ビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

アイマジックピュア札幌大通店 札幌市中央区 南１条西５－１－５　Ｎ．Ｃａｌｌｅビル２Ｆ サービス

beautybeast札幌 札幌市中央区 南１条西５－１３－１　太陽ビルアネックス　
５Ｆ サービス

LIMsapporo 札幌市中央区 南１条西５－１３－１　太陽ビルアネックス　
Ｂ１Ｆ サービス

ディアパーソン 札幌市中央区 南１条西５－１６　プレジデント松井ビル　１
０Ｆ ショッピング

MIRAGE 札幌市中央区 南１条西５－１６　プレジデント松井ビル２Ｆ ショッピング

α Gate 札幌市中央区 南１条西５－１７－２　セントラル富士　２Ｆ サービス

もつ処やまり 札幌市中央区 南１条西５－１７－２　セントラル富士ビル　
１Ｆ 飲食店

とんかつ檍札幌大通店 札幌市中央区 南１条西５－５ 飲食店

モーレ・ミュール 札幌市中央区 南１条西５－５－５　北日本中央ビル２Ｆ サービス

シティボーイ 札幌市中央区 南１条西６　あおばアネックスビル１Ｆ 飲食店

北海道海鮮居酒屋 いろりあん 大通本店 札幌市中央区 南１条西６　第二十七桂和ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

Salon AKIRA 札幌市中央区 南１条西６丁目１６－２Ｍ１．６ビル２Ｆ サービス

BOLLEY BOLLEY 札幌市中央区 南１条西６丁目第２７桂和ビル３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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原始焼き酒場ルンゴカーニバル 札幌市中央区 南１条西７　サントービル　１Ｆ 飲食店

salon48 札幌市中央区 南１条西７－１　ビルヂングフクダ　９Ｆ サービス

果皮と餡 札幌市中央区 南１条西７－１１－２ 飲食店

ナンバーナイン 札幌市中央区 南１条西７－３　メナードビル５Ｆ サービス

salon PSYCHE 札幌市中央区 南１条西８－１０ サービス

Semina 札幌市中央区 南１条西８－２０－１　小六ビル　１Ｆ 飲食店

VIOLUS 札幌市中央区 南１条西９丁目６－３ＣＳビル４階 サービス

ベンリー 札幌市中央区 南２１条西９－２－６ ショッピング

ユーハイム 東光ストア プロム山鼻店 札幌市中央区 南２２条西１２－１－２ 飲食店

HUG FLOWER’S 山鼻店 札幌市中央区 南２２条西１２－１－２　東光ストアプロム山
鼻店内 ショッピング

風月 南23条店 札幌市中央区 南２２条西７－１　アクロスプラザ南２２条内 飲食店

どんぐり 山鼻店 札幌市中央区 南２２条西７－１－２０ 飲食店

TAVERNA LA PIAZZA 札幌市中央区 南２３条西１１－１－３５ 飲食店

特急焼肉せいざん 札幌市中央区 南２３条西７－１－８ 飲食店

焼肉徳寿 藻岩店 札幌市中央区 南２５条西１４ 飲食店

回転寿司 根室花まる 札幌南25条店 札幌市中央区 南２５条西１４ー１ー１１ 飲食店

吉花 札幌市中央区 南２条東２－１－１　エクセレントハウス東　
１０２ 飲食店

腸うまいホルモン魂 じゃんご〜 札幌市中央区 南２条東２－１－３ 飲食店

Carat 札幌市中央区 南２条東２－３－１　創成グランドハイツ　１
０２号 ショッピング

清凛 札幌市中央区 南２条東２丁目８－１　大都ビル地下１Ｆ 飲食店

Hair Salon Nab 札幌市中央区 南２条東３－３－３　シグマ不動産大通　１Ｆ サービス

お箸のビストロ ボン・ボヤージュ 札幌市中央区 南２条東５－７－２　セゾン南１条　１Ｆ 飲食店

SPYS 札幌市中央区 南２条西１－１－２　キノシタビル２Ｆ サービス

ダイヤモンド 札幌市中央区 南２条西１－２　深山パーキングビル　５Ｆ サービス

Salon ORO 札幌市中央区 南２条西１－２－１　深山パーキングビル　４
Ｆ サービス

ゲーマーズ 札幌店 札幌市中央区 南２条西１－５　丸大ビル　Ｂ１Ｆ ショッピング

パフェ、珈琲、酒「佐藤」 札幌市中央区 南２条西１－６－１　第三広和ビル　１Ｆ 飲食店

CHEESEHOUSE Mero 札幌市中央区 南２条西１－６－１　第五広和ビル　１Ｆ 飲食店

キャプテンTOM’S 札幌市中央区 南２条西１－６－５ ショッピング

牛しゃぶ・牛すき焼き　禅 札幌市中央区 南２条西１－７－８　山口中央ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

Orque 札幌市中央区 南２条西１－８－１３　ミカタビル　２Ｆ サービス

MEIKA hair＆beauty 札幌市中央区 南２条西１－８－２　アスカビル　３Ｆ サービス

Agora Sapporo 札幌市中央区 南２条西１－９－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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サムライ 札幌市中央区 南２条西１３－３１９　南大通ビル二条館　１
Ｆ ショッピング

Shanti 札幌市中央区 南２条西１９－２９１－６８　ナカウビル１Ｆ サービス

Tink 札幌市中央区 南２条西１９－２９１－６８　ナカウビル２Ｆ サービス

Ank Crest 札幌市中央区 南２条西１丁目　第二広和ビル３Ｆ 飲食店

パフェ、珈琲、酒、佐藤 花れ 札幌市中央区 南２条西１丁目５　第二十広和ビル　１Ｆ 飲食店

アンノーエ 札幌市中央区 南２条西１丁目狸小路１丁目　アーケード内　
広和ビルＮＯ．２１．　３Ｆ　 飲食店

Risotteria．GAKU bis 札幌市中央区 南２条西２　札幌ＮＳビル　２Ｆ 飲食店

ゆであげスパゲティの店 チロリン村 南2条店 札幌市中央区 南２条西２　補聴器センター　Ｂ１Ｆ 飲食店

unitebylittle 札幌市中央区 南２条西２－２３－１　オカダビル　３Ｆ サービス

sofa 札幌市中央区 南２条西２－８－２　カドレビル　７Ｆ サービス

sofa 札幌市中央区 南２条西２－８－２　カドレビル　７Ｆ サービス

アトラクション 札幌市中央区 南２条西２２－１－３９　リッシェル裏参道　
１Ｆ ショッピング

札幌ワインマーケット 札幌市中央区 南２条西２３－２－１７ ショッピング

ビューティクラブ ベリューサ 円山店 札幌市中央区 南２条西２４－１－１　新川ビル１Ｆ サービス

aimable 札幌市中央区 南２条西２４－２－３　アーティストハウス裏
参道　２Ｆ サービス

サムライ煎兵衛 札幌市中央区 南２条西２５－１－１８　１Ｆ ショッピング

maruyama○maru 札幌市中央区 南２条西２５－１－２３　２Ｆ 飲食店

THE BARBER DOZE 札幌市中央区 南２条西２８丁目　１７４－２ヤマケンビル　
１Ｆ サービス

FELT． 札幌市中央区 南２条西２丁目２３－１オカダビル７Ｆ サービス

ALTI COR NATURE 札幌大通店 札幌市中央区 南２条西２丁目ＮＣホクセンブロックビルＢ１
Ｆ サービス

業務スーパー すすきの狸小路店 札幌市中央区 南２条西２丁目おくむらビル１Ｆ ショッピング

KINOTOYABAKE ポールタウン店 札幌市中央区 南２条西３　札幌地下街ポールタウン内 飲食店

ゼフィーロ札幌 札幌市中央区 南２条西３－１１－１　Ｋ－２３ビル　１Ｆ ショッピング

アイウィル 札幌市中央区 南２条西３－１１－５　フェス札幌２Ｆ サービス

Paraboot札幌店 札幌市中央区 南２条西３－１２－２　トミイビルＮｏ３７ ショッピング

すし さか井 札幌市中央区 南２条西３－１３　パレードビル１Ｆ 飲食店

ザ・バーバー シュシュ 札幌市中央区 南２条西３－１３－２　パレードビル１Ｆ サービス

RECARO 札幌大通店 札幌市中央区 南２条西３丁目　パレードビルＢ１Ｆ サービス

Atelier JD Paris札幌大通店 札幌市中央区 南２条西３丁目１－７　　ＭＯＤＡビル５Ｆ サービス

STILL unlabel 札幌市中央区 南２条西３丁目１－７　ＭＯＤＡビル　２Ｆ サービス

Hair lounge Hapir 【ハピル】 札幌市中央区 南２条西３丁目１２－５　Ｋ２スクエア（旧Ｆ
Ｃビル南２条）６Ｆ サービス

蛯天分店 札幌市中央区 南２条西４ 飲食店

ハイボールバー札幌1923 大通店 札幌市中央区 南２条西４　桂和ＭＴビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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やきとりの一平 札幌中央店 札幌市中央区 南２条西４－１０ 飲食店

The．LighthouseCoffee 札幌市中央区 南２条西４－１１　ペンタグラムビル　１Ｆ 飲食店

DA OKUMURA 札幌市中央区 南２条西４－１２－５　乙井ビル　Ｂ１ 飲食店

可否茶館ポールタウン店 札幌市中央区 南２条西４丁目　地下街ポールタウン 飲食店

Diam eye＆nail salon札幌店 札幌市中央区 南２条西４丁目　札幌ナナイロビル４Ｆ サービス

イタリア料理 orizzonte 札幌市中央区 南２条西５－１０－２　サンワード南２西５ビ
ル１Ｆ 飲食店

Northern Kitchen 札幌市中央区 南２条西５－２６－５　ラ・ジェント・ステイ
札幌大通　２Ｆ 飲食店

正統派室蘭焼鳥男吉 札幌市中央区 南２条西５－３０－１ 飲食店

味覚園南2条店 札幌市中央区 南２条西５－３０－４７ 飲食店

鮨一幸 札幌市中央区 南２条西５－３１－４　スカレッタ　２Ｆ 飲食店

Re’mii 札幌市中央区 南２条西５－６－１　ロジェ札幌２５　１Ｆ サービス

ALURE HAIR ＆ BEAUTY 札幌市中央区 南２条西５－６－１　ロジェ札幌２５　２Ｆ サービス

RIQ 札幌市中央区 南２条西５丁目　Ｔ５ビル１・２Ｆ（狸小路５
丁目） 飲食店

Perth 札幌市中央区 南２条西６　ＳＢビル　１０Ｆ サービス

バル エスパーニャ カルネ 札幌市中央区 南２条西６　岡田ビル　１・２Ｆ 飲食店

ennu 札幌市中央区 南２条西６－１７－２　トシックス２６ビル　
３Ｆ サービス

DROLL 札幌市中央区 南２条西６－５　土肥ビル　４Ｆ サービス

HAIRMAKEMALUNA 大通店 札幌市中央区 南２条西６－５　土肥ビル２Ｆ サービス

お刺身居酒屋 瑠玖 札幌市中央区 南２条西６－７－１　パストラルビルＳ２ 飲食店

焼き鳥紡gi 札幌市中央区 南２条西６－８　ペンシルビル　１Ｆ 飲食店

バルFUJIYAMA 札幌市中央区 南２条西７－１２－５　サンエスビル　１Ｆ 飲食店

串やき居酒屋炭おやじ 札幌市中央区 南２条西７－２ 飲食店

じき 札幌市中央区 南２条西９－１－２７　リッシュレ－ブ　１Ｆ 飲食店

ジーベック藻岩店 札幌市中央区 南３０条西１０－２－１０ ショッピング

長内商店 札幌市中央区 南３条東１　二条市場内 ショッピング

炭火肉焼き倉庫ConoYoshi 札幌市中央区 南３条東１－４－２ 飲食店

どんぶり茶屋 さっぽろ二条市場本店 札幌市中央区 南３条東１－７ 飲食店

能登水産 札幌市中央区 南３条東１－８ ショッピング

二条市場 大磯 札幌市中央区 南３条東２ 飲食店

酒屋d＆d 南3条店 札幌市中央区 南３条東２ ショッピング

和食と鮨の に条 札幌市中央区 南３条東２－６－１　プレサントビル１Ｆ 飲食店

札幌スイーツガーデンパロム 札幌市中央区 南３条東３－１１　ラフィネタワー札幌南３条
　１Ｆ 飲食店

エリザベス宝石 札幌市中央区 南３条東４－１－２０　ＥＦビル　９Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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千歳鶴酒ミュージアム 札幌市中央区 南３条東５－２ ショッピング

GermanBarSHO 札幌市中央区 南３条西１　チトセビル　２Ｆ 飲食店

ビギンヘアー 札幌市中央区 南３条西１－１２　ギャザービル２Ｆ サービス

蟹鮨 加藤 札幌店 札幌市中央区 南３条西１－１２－１７ 飲食店

マクロ 札幌市中央区 南３条西１－１２－３　宝ビル３Ｆ サービス

ソルトモデラート 札幌市中央区 南３条西１－２－１ 飲食店

356 札幌市中央区 南３条西２－１２－２　ラスコム３２ビル５Ｆ サービス

Aster by DILL 札幌市中央区 南３条西２－１６－５　二見屋ビル　３Ｆ サービス

Via BRERA 札幌市中央区 南３条西２－６　ＫＴ３条ビル１Ｆ 飲食店

RJ 札幌市中央区 南３条西２－６　ＫＴ三条ビル　Ｂ１ 飲食店

銘酒と割鮮 桃林 札幌市中央区 南３条西２－６－２　ＫＴ３条ビルＢ１Ｆ 飲食店

とんかつ檍札幌店 札幌市中央区 南３条西２－７－１ 飲食店

CAFENOYMOND 札幌市中央区 南３条西２－７－１ 飲食店

北海道産直ビストロ SACHI 札幌市中央区 南３条西２－７－１　１Ｆ 飲食店

ＥＬＳ 札幌市中央区 南３条西２－７－２　ＫＴ三条ビル１階 サービス

名取川靴店 札幌市中央区 南３条西２１１ ショッピング

フル－ツケ－キファクトリ－円山店 札幌市中央区 南３条西２４－３－１９ ショッピング

TATEOKA TAKESHI 札幌市中央区 南３条西２丁目　ＫＴ３条ビル　１Ｆ 飲食店

KESTRA 札幌市中央区 南３条西２丁目１２－２　ＬＡＳＣＯＭ３２ビ
ル４Ｆ サービス

郷土料理 おが 札幌市中央区 南３条西３　サンスリービル　８Ｆ 飲食店

松寿司　本店 札幌市中央区 南３条西３　都ビル　２Ｆ 飲食店

ヤマショウ酒店 札幌市中央区 南３条西３－１０ ショッピング

マライカ狸小路店 札幌市中央区 南３条西３－１１　メッセビル１Ｆ ショッピング

DartsShopTiTO札幌狸小路 札幌市中央区 南３条西３－１５　アルファ南３条ビル　３Ｆ ショッピング

千秋庵 本店 札幌市中央区 南３条西３－１７　ザノット札幌　１Ｆ 飲食店

カンティネッタ サリュ 札幌市中央区 南３条西３－２－２　ジ－ダイニング　１Ｆ 飲食店

フレンチ パンダ 札幌市中央区 南３条西３－３　Ｇ－ＤＩＮＩＮＧ　Ｂ１Ｆ 飲食店

ダイニング魚桜〜saki〜 札幌市中央区 南３条西３－３　Ｇ－ＤＩＮＩＮＧ札幌　６Ｆ 飲食店

月下翁 札幌市中央区 南３条西３－３　ＧＤＩＮＩＮＧＢ１Ｆ 飲食店

aki nagao 札幌市中央区 南３条西３－３　Ｇダイニングビル１Ｆ 飲食店

味覚園南3条店 札幌市中央区 南３条西３－６ 飲食店

Aguhairliving札幌 札幌市中央区 南３条西３－８－１　エテルノビル　３Ｆ サービス

LACQ 札幌市中央区 南３条西３－８－１　エテルノビル　８Ｆ サービス

エーナイン 本店 札幌市中央区 南３条西３－８－１　エテルノビル２Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Lima by little 札幌市中央区 南３条西３－８－１　エテルノビル４Ｆ サービス

lico 札幌市中央区 南３条西３－８－１　エテルノビル５Ｆ サービス

LAUREN 札幌市中央区 南３条西３－８－１　エテルノビルＢ１Ｆ サービス

寿し波岸 札幌市中央区 南３条西３－８－２　克美ビル　４Ｆ 飲食店

牛のいしざき 札幌市中央区 南３条西３丁目　Ｇダイニングビル　３階 飲食店

田久鮓 札幌市中央区 南３条西３丁目３番地　Ｇ　ＤＩＮＩＮＧ　Ｓ
ＡＰＰＯＲＯ　６Ｆ 飲食店

すし乃いわ崎 札幌市中央区 南３条西４　Ｊ・ＢＯＸビル　４Ｆ 飲食店

北国の味　三條亭 札幌市中央区 南３条西４　アーバン札幌ビル　Ｂ１ 飲食店

炭火鳥焼 蔵鵡 本邸 札幌市中央区 南３条西４　アーバン札幌ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

炉ばた 焼肉 大衆酒場 五感 札幌市中央区 南３条西４　わかつきスクエアビル　１Ｆ 飲食店

かつや札幌すすきの店 札幌市中央区 南３条西４－１１－３　三河屋ビル　１Ｆ 飲食店

布袋 点心舗 弁財天 札幌市中央区 南３条西４－１２－１　アルシュビル　５Ｆ 飲食店

風月 狸小路4丁目店 札幌市中央区 南３条西４－１２－１　アルシュビル５Ｆ 飲食店

BEEF IMPACT 狸小路店 札幌市中央区 南３条西４－１７－１ 飲食店

雪華亭 札幌市中央区 南３条西４－１７－３　Ｊ－ＢＯＸ　Ｂ１Ｆ 飲食店

お好み焼きまっか南3条店 札幌市中央区 南３条西４－２０　五番街ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処 西鶴3条店 札幌市中央区 南３条西４－２０　東昌ビル１Ｆ 飲食店

でたらめ 札幌市中央区 南３条西４－２１－５－３・４　タカノビル　
Ｂ１Ｆ 飲食店

鮨処有馬 札幌市中央区 南３条西４－２１－６　南３西４ビル　４Ｆ 飲食店

炭火居酒屋炎アーバンビル店 札幌市中央区 南３条西４－８－２　アーバン札幌ビル 飲食店

自遊空間アーバン札幌店〔サインレス〕 札幌市中央区 南３条西４－８－２　アーバン札幌ビル　２Ｆ 飲食店

手打ち蕎麦と料理 耳 札幌市中央区 南３条西４－９　カミヤビル　４Ｆ 飲食店

ステーキハウス 牛の松阪 札幌市中央区 南３条西４丁目　五番館ビル　３階 飲食店

Rowlly 札幌市中央区 南３条西５　Ｆ－ＤＲＥＳＳ５番地ＢＬＤ　３
Ｆ サービス

すし空海 札幌市中央区 南３条西５　パラカパーキング　２Ｆ 飲食店

牛禅 札幌すすきの ノルベサ店 札幌市中央区 南３条西５－１－１ 飲食店

有限会社ジャングル札幌店 札幌市中央区 南３条西５－１－１　ノルベサ　３Ｆ ショッピング

クラブチャイナ 札幌市中央区 南３条西５－１－２　ＳＹＯＫＵＳＡＮ３・５
ビル 飲食店

鮨富士 札幌市中央区 南３条西５－１４　三条美松ビル３Ｆ 飲食店

和．およばれ 札幌市中央区 南３条西５－１６ 飲食店

さかなとお酒 うぉんたな 札幌市中央区 南３条西５－３６－１　Ｆ・ＤＲＥＳＳ５番街
ビル　７Ｆ 飲食店

焼肉徳寿 しんら亭 札幌市中央区 南３条西５丁目１４三条美松ビル２Ｆ 飲食店

まある ANNEX 札幌市中央区 南３条西６　インフィニ桂和２２　５Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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和食レストラン・BAR 仁 札幌市中央区 南３条西６　インフィニ桂和２２　８Ｆ 飲食店

PQ Living Bar 札幌市中央区 南３条西６　インフィニ桂和２２　９階 飲食店

ホルモン焼肉 キムチ 札幌市中央区 南３条西６　狸小路市場 飲食店

路地裏カリィ侍．さくら店 札幌市中央区 南３条西６－１－３　ティアラ３６　２・３Ｆ 飲食店

フンギ堂 札幌市中央区 南３条西６－１０ 飲食店

hofe 札幌市中央区 南３条西６－１０－３　長栄ビル２Ｆ 飲食店

ELSKA 札幌市中央区 南３条西６－３－１ 飲食店

一風堂 札幌狸小路店 札幌市中央区 南３条西６－８ 飲食店

広島風お好み焼き ひなちゃん 札幌市中央区 南３条西６－９　１Ｆ 飲食店

和食と鉄板焼き まある 札幌市中央区 南３条西６丁目　　インフィ二桂和２２　２Ｆ 飲食店

オーガニックプラス 札幌市中央区 南３条西６丁目１－３　ティアラ３６ビル１Ｆ 飲食店

レジーア 札幌市中央区 南３条西７－４－１ ショッピング

ARCH 札幌市中央区 南３条西８　第一ビル　１Ｆ ショッピング

UNPLUGGED 札幌市中央区 南３条西８－１１－３　シティーアヴェニュー
南３条　１Ｆ ショッピング

そな田 札幌市中央区 南３条西８－１２－１０ 飲食店

FLAMINGO 札幌市中央区 南３条西８－７　大洋ビル　１Ｆ ショッピング

アコースティックロック 札幌市中央区 南３条西８－７　大洋ビル１Ｆ ショッピング

テアトロ ディ マッサ 札幌市中央区 南３条西８丁目７番地　大洋ビル　２Ｆ 飲食店

ViVA LA ViDA 札幌市中央区 南４条東１－３－１ 飲食店

ARCH米村屋 札幌市中央区 南４条東１－９－３　米村屋ビル１Ｆ ショッピング

札幌クリームソーダ 札幌市中央区 南４条東２－１２－３　川村ビル１Ｆ ショッピング

なかよし餃子 エリザベス 札幌市中央区 南４条西１－１５－２　栗林ビル２Ｆ 飲食店

居酒屋 ごんべゑ 札幌市中央区 南４条西１－６－１ 飲食店

世界の山ちゃんすすきの南3条店 札幌市中央区 南４条西１－７－２　グランパレスビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

あじ太郎 札幌市中央区 南４条西１４－２－２６ ショッピング

レストラン バンケット 札幌市中央区 南４条西１８－２－２３　ピュアコート円山１
Ｆ 飲食店

COFFRET hair artistic 札幌市中央区 南４条西２　セントラルＳ４ビル　５Ｆ サービス

Parfaiteria PaL 札幌市中央区 南４条西２－１０－１　南４西２ビル　６Ｆ 飲食店

かに家 札幌市中央区 南４条西２－１１ 飲食店

ふらの和牛 よしうし 札幌市中央区 南４条西２－１１－７　トモルビル３Ｆ 飲食店

BARMADURO 札幌市中央区 南４条西２－１４－２　セントラルＳ４ビル７
Ｆ 飲食店

かに将軍 札幌本店 札幌市中央区 南４条西２－１４－６ 飲食店

町のすし家四季花まるすすきの店 札幌市中央区 南４条西２－２－４　Ｍ－ＳＱＡＲＥ　２Ｆ 飲食店

IWBろまね 札幌市中央区 南４条西２－７－５　ホシビル　３Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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割烹 三徳六味 札幌市中央区 南４条西２３－１－３６ 飲食店

かど屋 四条店 札幌市中央区 南４条西２丁目　わたなべビル　１Ｆ 飲食店

回転寿司ぱさーる 札幌市中央区 南４条西２丁目１０－１ 飲食店

BarWADURO 札幌市中央区 南４条西２丁目１４－２　セントラルＳ４ビル
　１Ｆ 飲食店

札幌菓子處 菓か舎 すすきの店 札幌市中央区 南４条西３　すすきのビル　１Ｆ 飲食店

炭焼炉ばた くし路 すすきのビル店 札幌市中央区 南４条西３　すすきのビル　３Ｆ 飲食店

ステーキハウス ハマ 札幌店 札幌市中央区 南４条西３　ニュー北星ビル　３Ｆ 飲食店

北海道寿し居酒屋おたる亭本店 札幌市中央区 南４条西３　ニュー北星ビル　９Ｆ 飲食店

ステーキ＆ワイン いしざき 札幌市中央区 南４条西３　ニュー北星ビル４Ｆ 飲食店

プリン本舗 すすきの店 札幌市中央区 南４条西３　第三グリーンビル　１Ｆ 飲食店

中華食いそつー 札幌市中央区 南４条西３　第三グリーンビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉かみふらの 札幌市中央区 南４条西３－１－１　すすきの第三グリーンビ
ル 飲食店

すすきのいとや 札幌市中央区 南４条西３－２　Ｍビル６Ｆ 飲食店

小肥羊札幌店 札幌市中央区 南４条西３－２－６　ＬＣ拾六番館　２Ｆ 飲食店

たる善 札幌市中央区 南４条西３－２－６　ＬＣ拾六番館１Ｆ 飲食店

割烹いそ田 札幌市中央区 南４条西３－２－６　ＹＵＫＩＡＫＡＲＩ　１
Ｆ 飲食店

EVESAPPORO 札幌市中央区 南４条西３－３－１　８Ｆ 飲食店

あじこう　札幌中央すすきの店 札幌市中央区 南４条西３－３－１　第一グリーンビル　１Ｆ 飲食店

BAR KANADE 札幌市中央区 南４条西３－７　ニュー北星ビル５階 飲食店

焼肉 展 札幌市中央区 南４条西３－７－１　ニュー北星ビル　７Ｆ 飲食店

すしざんまい　すすきの店 札幌市中央区 南４条西３－９　北星ビル　１Ｆ 飲食店

鮮魚・炭火 くま蔵 札幌市中央区 南４条西３－９－１　２Ｍビル　５Ｆ 飲食店

和´s bar 札幌市中央区 南４条西３丁目 １－１第３グリーンビル６階 飲食店

てんぷら膳 札幌市中央区 南４条西３丁目　第３２桂和ビル４Ｆ 飲食店

ヴァンクールMAKI 札幌市中央区 南４条西４　さっぽろ地下街ポールタウン内 ショッピング

一乃喜 札幌市中央区 南４条西４　すずらんビル　３Ｆ 飲食店

夜空のジンギスカン すすきの交差点前 札幌市中央区 南４条西４　恵愛ビル　５Ｆ 飲食店

THE CRAFT スパニッシュ＆イタリアン 札幌市中央区 南４条西４　松岡ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処いちい 札幌市中央区 南４条西４　第五グリーンビル　１Ｆ 飲食店

wine man 札幌市中央区 南４条西４　第五グリーンビル　５Ｆ 飲食店

Kai×shaburi jiji 札幌市中央区 南４条西４－１３－１ 飲食店

OSTERIA　BaVa 札幌市中央区 南４条西４－１３－１ 飲食店

BarBrio Braceria 札幌市中央区 南４条西４－１４－５ 飲食店

セント・ジョンズ・ウッド 札幌市中央区 南４条西４－１６　恵愛ビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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北国の味 北海しゃぶしゃぶ 札幌市中央区 南４条西４－１６　恵愛ビル７Ｆ 飲食店

すすきの浪花亭 札幌市中央区 南４条西４－７　松岡ビル 飲食店

生ラムジンギスカン 山小屋 札幌市中央区 南４条西４丁１３番地２　第５グリーンビル１
Ｆ 飲食店

そば処　まる山　本店 札幌市中央区 南４条西４丁目 飲食店

北海道産酒BAR かま田 札幌市中央区 南４条西４丁目　ＭＹプラザビル８Ｆ 飲食店

えびかに合戦札幌本店 札幌市中央区 南４条西５　Ｆ－４５ビル　１２Ｆ 飲食店

和牛いしざき 札幌市中央区 南４条西５　第四藤井ビル　７Ｆ 飲食店

ta！sixun 札幌市中央区 南４条西５－１０　第４藤井ビル１Ｆ 飲食店

関 蕎麦とワイン 札幌市中央区 南４条西５－１０　第４藤井ビル５Ｆ 飲食店

鮨棗 札幌市中央区 南４条西５－１０　第４藤井ビル７Ｆ 飲食店

夜パフェ専門店ななかま堂 札幌市中央区 南４条西５－１０－３　第四藤井ビル　２Ｆ 飲食店

FoodsBank魚信 札幌市中央区 南４条西５－４　シャンゼリゼビル２Ｆ 飲食店

Picchu 札幌市中央区 南４条西５－５ 飲食店

ティルブション 札幌市中央区 南４条西５－５　エルム会館　２Ｆ 飲食店

鮨 天地人 札幌市中央区 南４条西５－８　Ｆ４５ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

北海道原始焼き酒場 札幌市中央区 南４条西５－８　Ｆ４５ビル１４Ｆ 飲食店

オステリア大和亭 札幌市中央区 南４条西５－８－１　Ｆ４５　１１Ｆ 飲食店

鮨処よしな 札幌市中央区 南４条西５丁目　８Ｆ　４５ビル　０１２０ 飲食店

オステリア　バール　ルイージ 札幌市中央区 南４条西５丁目１０－５　第４藤井ビル１Ｆ 飲食店

魚勢 札幌市中央区 南４条西５丁目４－２　第２観光会館ビル　１
Ｆ 飲食店

かっぽう 泰月 札幌市中央区 南４条西６　晴ばれビル２Ｆ 飲食店

SOUPCURRY＆HAMBURG龍祈 札幌市中央区 南４条西６－４　青山ビル　２Ｆ 飲食店

ル・ジャンティオム 札幌市中央区 南４条西８－２－１３ 飲食店

STEAK＆HAMBURG　HIGE　5条本店 札幌市中央区 南５条６丁目　第５桂和ビル１Ｆ 飲食店

すし処 利和 札幌市中央区 南５条西１８－２－３２ 飲食店

氷雪の門 札幌市中央区 南５条西２ 飲食店

すし処対州 札幌市中央区 南５条西２－１　オークラビル　５Ｆ 飲食店

焼肉世界チャンピオン 札幌市中央区 南５条西２－１－１１ 飲食店

焼肉処 きわみ 離 札幌市中央区 南５条西２－１－４　ＴＭ２６ビル　８Ｆ 飲食店

鮨九 札幌市中央区 南５条西２－１－４　ＴＭ２６ビル１Ｆ 飲食店

RUDIE EIGHT JAMSESSION 札幌市中央区 南５条西２－２　サイバ－シティビル４Ｆ 飲食店

大衆天ぷらtoかすそば　風土．　はなれ 札幌市中央区 南５条西３　Ｎ・グランデビル　１Ｆ 飲食店

鮨処　西鶴本店 札幌市中央区 南５条西３　Ｎグランデビル　１Ｆ 飲食店

すし誠 札幌市中央区 南５条西３　ニューすすきのビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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寿し伸 札幌市中央区 南５条西３　プレシャスビル２Ｆ 飲食店

みえ田 札幌市中央区 南５条西３　第二十三桂和ビル　４Ｆ 飲食店

うさぎと亀 札幌市中央区 南５条西３　第二十三桂和ビル　７Ｆ 飲食店

鮨 大助別亭 札幌市中央区 南５条西３　第十一グリーンビル　３Ｆ 飲食店

肉とめし 札幌市中央区 南５条西３－１－２　ニューブルーナイルビル
　２Ｆ 飲食店

ころころ 札幌市中央区 南５条西３－１－４　第十一グリーンビル　１
Ｆ 飲食店

SHO－RINすすきの店 札幌市中央区 南５条西３－１０　グランド桂和ビル　１Ｆ 飲食店

菊鮨 札幌市中央区 南５条西３－１０　グランド桂和ビル　１Ｆ 飲食店

北海道ジンギスカン 蝦夷屋 札幌市中央区 南５条西３－２　北専プラザ佐野ビル　１Ｆ 飲食店

お酒と中華 おいる 札幌市中央区 南５条西３－２　北専プラザ佐野ビルＢ１Ｆ 飲食店

写楽　札幌第一店 札幌市中央区 南５条西３－３　三番館ビル　１Ｆ 飲食店

鮨 四季膳 椿や 札幌市中央区 南５条西３－３　中銀三番館ビル　１Ｆ 飲食店

炙屋総本店 札幌市中央区 南５条西３－７　ＡＮＡホリデイ・イン札幌す
すきの　Ｂ１Ｆ 飲食店

かすうどん風土 札幌市中央区 南５条西３－８ 飲食店

割彩 にしわき 札幌市中央区 南５条西３－８　Ｎ・グランデビル２Ｆ 飲食店

大漁舟盛り居酒屋　大海物語 札幌市中央区 南５条西３丁目Ｎ・グランデビル２Ｆ 飲食店

鮨処ひのき 札幌市中央区 南５条西４　Ｎセンタービル　２Ｆ 飲食店

鮨 大照 札幌市中央区 南５条西４　ニュ－美松ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処 桐 札幌市中央区 南５条西４　ニュ－美松ビル　Ｂ１ 飲食店

酒屋 C＆C 札幌市中央区 南５条西４　ライラックビル　１Ｆ ショッピング

北海道海鮮処 ほっ貝亭 札幌市中央区 南５条西４　菊良ビル　２Ｆ 飲食店

串焼肉酒場れもん 札幌市中央区 南５条西４－１３　三井ビル　１Ｆ 飲食店

肉匠 MIEDA 札幌市中央区 南５条西４－４－２　第二十桂和ビル 飲食店

すし樹楽 札幌市中央区 南５条西４－５　すすきの寿ビル　３Ｆ 飲食店

焼肉ホルモンジンギスカン酒場れもん 札幌市中央区 南５条西４－５－４ 飲食店

すし家 みや津 札幌市中央区 南５条西４－７　菊良ビル５Ｆ 飲食店

かすそば風土 札幌市中央区 南５条西４－７－３　ソシアルビル　１Ｆ 飲食店

写楽　札幌第三店 札幌市中央区 南５条西４－８　第２０桂和ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

そば処 丸山 札幌市中央区 南５条西４－９－１　バッカスビル１Ｆ 飲食店

鮨処 西鶴5条店 札幌市中央区 南５条西４－９－６－１３ 飲食店

すし丸 札幌市中央区 南５条西４丁目　菊良ビル　Ｂ１ 飲食店

ランコントル 札幌市中央区 南５条西５　ジャパンランドビル　６Ｆ 飲食店

写楽　札幌第二店 札幌市中央区 南５条西５－１１－３　ソシアルケイワビル　
１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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肉懐石 にしやま 札幌市中央区 南５条西５－１３－１　ＡＳＩＬ　ＳＡＰＰＯ
ＲＯ　１Ｆ 飲食店

エストラ 札幌市中央区 南５条西５－１３－１　ＡＳＩＬＳＡＰＰＯＲ
Ｏ　２Ｆ 飲食店

ジス サッポロ ススキノ 札幌市中央区 南５条西５－１３－１　ＡＳＩＬ札幌　Ｂ１Ｆ 飲食店

工藤羊肉店 2号店 札幌市中央区 南５条西５－２－１　メイプル通りビル　１Ｆ 飲食店

ビストロ アルモニー 札幌市中央区 南５条西５－２０　すすきの５．５ビル　７Ｆ 飲食店

どさんこキッチン　ゴリラ　すすきの 札幌市中央区 南５条西５丁目　ジャパンランドビル　１Ｆ 飲食店

すし処りょう 札幌市中央区 南５条西５丁目１－２　メイプル通りビル６Ｆ 飲食店

炙り旬 南5条別邸 札幌市中央区 南５条西５丁目ＡＳＩＬ札幌ビル２Ｆ 飲食店

かに亭 札幌市中央区 南５条西６　多田ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉北都 5条店 札幌市中央区 南５条西６　第五桂和ビル　１Ｆ 飲食店

函館開陽亭 別邸 大三坂 本店 札幌市中央区 南５条西６－１６－５　リッチ会館　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 RAZAN 札幌市中央区 南５条西６－１８ 飲食店

SAKE笑 札幌市中央区 南５条西６－８　次田ビル　２Ｆ ショッピング

アンジェ・レポ 札幌市中央区 南５条西６丁目　五條新町２階 飲食店

盛岡冷麺と焼肉トトリ 札幌市中央区 南５条西７－４ 飲食店

鮨たな華 札幌市中央区 南６条西１　６.１ビル１Ｆ 飲食店

鮨処．あら政 札幌市中央区 南６条西１５丁目１−６ 飲食店

inZONE TABLE 札幌市中央区 南６条西２２－３－４５ 飲食店

RUTOA 札幌市中央区 南６条西２２－３－４６　リーブル南円山　１
Ｆ サービス

パールモンドール 札幌市中央区 南６条西２３－４－１ 飲食店

ステーキハウス魔法のランプ円山店 札幌市中央区 南６条西２４－３－２７　中央測建ビル　１Ｆ 飲食店

中国料理 孝華 すすきの本店 札幌市中央区 南6条西2丁目8－4 札幌プリンス6.2ビル2Ｆ 飲食店

海鮮炉ばた 隠れ家南6条店 札幌市中央区 南６条西３ 飲食店

鮨竜 札幌市中央区 南６条西３　Ｎ２ビル　１Ｆ 飲食店

北海四季佳肴 魚作 札幌市中央区 南６条西３　セントラルビル１Ｆ 飲食店

バル エスパーニャ 札幌市中央区 南６条西３　ニューオリンピアビル　１Ｆ 飲食店

千春鮨 札幌店 札幌市中央区 南６条西３　秋水ビル　１Ｆ 飲食店

Runturn 札幌市中央区 南６条西３－１　ニューオリンピアビル　４Ｆ 飲食店

鮨しょう 札幌市中央区 南６条西３－６－１９　ＴＡＫＡＲＡ６・３Ｄ 飲食店

すし万 札幌市中央区 南６条西３－６－３３　ＡＧＳ６・３ビル　１
Ｆ 飲食店

串旬菜はしもと 札幌市中央区 南６条西３－６－３３　ＡＧＳ６・３ビル　５
Ｆ 飲食店

かわむら出汁茶 札幌市中央区 南６条西３－６－３３　ＡＧＳ６・３ビルＢ　
１Ｆ 飲食店

鮨割烹 鶴鮨 札幌市中央区 南６条西３－６－３８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉LABO． 札幌市中央区 南６条西３－６－９　エイトビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

鮨処　うえの 札幌市中央区 南６条西３丁目　ジョイフルサッポロ　１Ｆ 飲食店

ピノ 札幌市中央区 南６条西３丁目６　第一すすきのビル２Ｆ 飲食店

炭火兜ひつじ 札幌市中央区 南６条西３丁目Ｔａｋａｒａ６３ビル１Ｆ 飲食店

札幌ザンギ本舗 札幌市中央区 南６条西４　Ｇ４ビル　１Ｆ 飲食店

旬菜田ぐち 札幌市中央区 南６条西４　Ｇ４ビル　４Ｆ 飲食店

十六夜　夢蔵 札幌市中央区 南６条西４　ファニービル１Ｆ 飲食店

料理屋CO－EZO 札幌市中央区 南６条西４－１１－６ 飲食店

MATSURI 札幌市中央区 南６条西４－２　野口ビル５Ｆ 飲食店

○鮨 札幌市中央区 南６条西４－４　ライトビル 飲食店

天麩羅 やぎ 札幌市中央区 南６条西４－５－１０　第２１桂和ビル１Ｆ 飲食店

函館 開陽亭 札幌市中央区 南６条西４－５－２７ 飲食店

十六夜 札幌市中央区 南６条西４－５－８　ファニービル１Ｆ 飲食店

ワインと串とおばんざい うさぎの焼鳥 札幌市中央区 南６条西４丁目５－５高瀬ビル　１階 飲食店

炭焼炉ばた くし路 プラザ6・4ビル店 札幌市中央区 南６条西４丁目プラザ６・４ビル　地下 飲食店

大助本店 札幌市中央区 南６条西４丁目ライトビル２Ｆ 飲食店

NUTS　CAFE　Nights 札幌市中央区 南６条西５丁目　アイビル　１Ｆ 飲食店

さっぽろジンギスカン本店 札幌市中央区 南６条西６丁目７－１第６観光ビル　１Ｆ 飲食店

キャロット すすきの店 札幌市中央区 南７条西２－２－１ ショッピング

炭火焼肉 トク 札幌市中央区 南７条西２５－４－３ 飲食店

ステーキ円山 札幌市中央区 南７条西２６－５－４ 飲食店

鮨 内藤 札幌市中央区 南７条西３－２　ベル７番館　２Ｆ 飲食店

焼肉＆ワイン みなほっ 札幌市中央区 南７条西３－７－１１　ＬＣ弐番館２Ｆ 飲食店

薄野仲寿し 札幌市中央区 南７条西３－７－１６　千両ビル１Ｆ 飲食店

海鮮家 はこだて 札幌市中央区 南７条西３丁目７番地　第一青樹社ビル１〜３
Ｆ 飲食店

ちゃんこ居酒屋 北の逸品 札幌市中央区 南７条西４　すすきのプラザ　１Ｆ 飲食店

すし処のむら 札幌市中央区 南７条西４　プラザ７．４浅井ビル　２Ｆ 飲食店

すし処 ひょうたん 札幌市中央区 南７条西４　五條ビルＤＥＵＸ　１Ｆ 飲食店

寿し ひでたか 札幌市中央区 南７条西４－１－２　延寿ビル１Ｆ 飲食店

炭火焼若武者 札幌市中央区 南７条西４－２－１４　ススキノ会館　１Ｆ 飲食店

鮨 龍 札幌市中央区 南７条西４－２－５　ＬＣ７番館　１Ｆ 飲食店

酒のソクハイ すすきの南店 札幌市中央区 南７条西４－２－６　ＬＣ１１番館　１Ｆ ショッピング

すし善　すすきの店 札幌市中央区 南７条西４丁目 飲食店

花小路　さわ田 札幌市中央区 南７条西４丁目　プラザ７・４浅井ビル　３Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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本格焼肉 なんこう園 札幌市中央区 南７条西５　まつやビル　１Ｆ 飲食店

cuore di issui 札幌市中央区 南７条西５－１－８ 飲食店

フクちゃん南7条店 札幌市中央区 南７条西６－２８９－２５　１Ｆ ショッピング

すし姫沙羅 札幌市中央区 南８条西２０－１－２ 飲食店

Hair En’s 札幌市中央区 南８条西２３－１－１　ガーデンハウス南円山
３　２Ｆ サービス

ORANGEHOUSE 札幌市中央区 南８条西７－１７８２－１３ ショッピング

ワインの店いとう 札幌市中央区 南８条西８－１０３２ ショッピング

PARK　DELI 札幌市中央区 南８条西９丁目７５５－２９　トピアコート１
Ｆ 飲食店

YAKINIKU BISTRO 石鎚 札幌市中央区 南９条西１５－１－１　西線ロールビル 飲食店

北海道ス－プカレ－専門店雪道 札幌市中央区 南９条西１７丁目　１－１エスポワ－ル旭山１
階 飲食店

ブライダルサロン　エモーション 札幌市中央区 南９条西４－２－１　エモーションビル 飲食店

霜止出苗 札幌市中央区 南９条西４－５－１２　カモカモビル　１Ｆ 飲食店

纏寿司 札幌市中央区 南９条西８－２　プリスコート　１Ｆ 飲食店

Neoさかな酒房 はるな屋 札幌市中央区 南一条西２６－１－１　タ－ミナルハイツ円山
　Ｂ１Ｆ 飲食店

HAIR MAKE Rafelia 札幌市中央区 南一条西５丁目　愛生館ビル７Ｆ サービス

HIPPIES　SAPPORO　SUSU 札幌市中央区 南七条西２－１ー１　リバーサイドビル１階 飲食店

鮨処西鶴 狸小路店 札幌市中央区 南三条西６－３－３　ジャラン狸小路　１Ｆ 飲食店

Wine　bar　Village 札幌市中央区 南三条西６丁目第３２藤井ビル１Ｆ 飲食店

Dr．MARTENS SAPPORO 札幌市中央区 南二条西４　地下街ポールタウン ショッピング

EAMES 札幌市中央区 南二条西５　三雄ビル　２Ｆ サービス

舌とハラミ 肉猿 札幌市中央区 南二条西７－１　Ｍｓスペース２ｎｄ　１Ｆ 飲食店

和だいにんぐふかまり 札幌市中央区 南五条西３－８　Ｎ・グランデビル５Ｆ 飲食店

JAM 札幌市中央区 南五条西４－９－２７　ビッグ銀座ビル　４Ｆ ショッピング

鰻久田 札幌市中央区 南六条西４　プラザ６・４ビル　１Ｆ 飲食店

板前料理 いちふじ 札幌市中央区 南六条西４－１　ＴＭ－２９ビル　２Ｆ 飲食店

たべごと屋ござる 札幌市中央区 南四条西１－５－５　　酒井ビル１Ｆ 飲食店

双子山食品館 フィノッキオ 札幌市中央区 双子山１－７－４ ショッピング

CAFE＆RESTAURANT ORGALI 札幌市中央区 大通東２丁目１５－１　サラサビル１Ｆ 飲食店

ジュピターサッポロオーロラタウンテン 札幌市中央区 大通西１－１３－１ ショッピング

コリアンダイニング チンチャチンチャ 札幌市中央区 大通西１４－１－１３　北日本南大通ビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

マガーリ 札幌市中央区 大通西１４－１－１４　ＮＥＯｂｌｄｇ．　１
Ｆ 飲食店

八十八 札幌市中央区 大通西１４－３－２５　ピエス大通１４　１Ｆ 飲食店

海鮮焼肉風雅 札幌市中央区 大通西１５－１－１２　マンション大通　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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かん壱 札幌市中央区 大通西１６－３－８　ファランドール大通１Ｆ 飲食店

epice plus 札幌市中央区 大通西１７－１－１３　レアリゼ大通西　１Ｆ サービス

D＆DEPARTMENT PROJECT 札幌市中央区 大通西１７－１－７ ショッピング

ろばのこ 札幌市中央区 大通西１７－１－７　庭ビル２Ｆ ショッピング

タントタヴォレッテ 札幌市中央区 大通西１７－２－２７ 飲食店

日本料理 壽山 札幌市中央区 大通西１７－２－８　グラシアス大通　１Ｆ 飲食店

HAIRMAKEMALUNA 本店 札幌市中央区 大通西１８－１－３６　インフィニート大通２
Ｆ サービス

直 札幌市中央区 大通西１８－２－１２　ＭＭビル１Ｆ 飲食店

炭火屋なるみ。 札幌市中央区 大通西１８丁目１－６　オルモスト１８１Ｆ 飲食店

REAL Taipei 札幌市中央区 大通西２０－１－３　コンチネンタルゾーンビ
ルＢ１Ｆ 飲食店

コロポックル円山 札幌市中央区 大通西２３－１－１ 飲食店

IRESU 札幌市中央区 大通西２３－１－１６　グリ－ンパ－ク２３　
１Ｆ サービス

秋夏 札幌市中央区 大通西２３－２－８　グリーンマンション熊谷
　１Ｆ 飲食店

tity sapporo 札幌市中央区 大通西２４－１－１　リラハイツ　１Ｆ サービス

チーズの店コンテ 札幌市中央区 大通西２４－２－３　プレミエール円山　１Ｆ ショッピング

徳光珈琲 円山店 札幌市中央区 大通西２５－１－２　ハートランド円山ビル　
１Ｆ ショッピング

MEDICALSALONMARUY 札幌市中央区 大通西２５－１－２　ハートランド円山ビル６
Ｆ サービス

ルサロンサウ 札幌市中央区 大通西２５－１－３０ 飲食店

円山オジャ 札幌市中央区 大通西２６－１－１８　円山アーク　Ｂ１　円
山オジャ 飲食店

牛肉店Shimada 札幌市中央区 大通西２７－２－２１　サンコ－ト円山公園 飲食店

Veggy Way 札幌市中央区 大通西２７－２－３　円山桂和ｗｅｓｔ２７ビ
ル　１Ｆ 飲食店

スーパーカット 大通店 札幌市中央区 大通西２丁目都心ビル　３Ｆ サービス

Hair make Figaro 札幌市中央区 大通西３－１１　せんばビル３Ｆ サービス

株式会社宮田屋珈琲 大通店 札幌市中央区 大通西３－１１　北洋ビル　Ｂ２Ｆ 飲食店

Kent Ave．札幌店 札幌市中央区 大通西３－４－１　オーロラタウン ショッピング

レリアン 札幌オーロラタウン店 札幌市中央区 大通西３－４－１　札幌地下街オ－ロラタウン
Ａ２７ ショッピング

町村農場大通公園 札幌市中央区 大通西３－７　北洋大通センター　１Ｆ ショッピング

ARUCAMO 札幌市中央区 大通西３－７　北洋大通センター　３Ｆ ショッピング

肉の割烹 田村 大通BISSE店 札幌市中央区 大通西３－７　北洋大通センター　４Ｆ 飲食店

ノマロ 札幌市中央区 大通西３－７　北洋大通センター　４Ｆ 飲食店

MIYA 本店 札幌市中央区 大通西３－７　北洋大通センタービッセ　３Ｆ サービス

ソメスサドル 札幌店 札幌市中央区 大通西３－７　北洋大通センター大通ビッセ　
２Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨棗 札幌市中央区 大通西３－７　大通ビッセ　４Ｆ 飲食店

北洋銀行社員食堂 札幌市中央区 大通西３７ 飲食店

きのとや 大通公園店 札幌市中央区 大通西３７ 飲食店

私の部屋 札幌店 札幌市中央区 大通西３丁目　地下街オーロラタウン ショッピング

キャトル・セゾン 札幌 札幌市中央区 大通西３丁目　地下街オーロラタウン ショッピング

hairrelianceUna 札幌市中央区 大通西４－６　シークビル　３Ｆ サービス

札幌大通西4ビルイシヤショップ 札幌市中央区 大通西４－６－１　札幌大通西４ビル 飲食店

イシヤカフェ 札幌市中央区 大通西４－６－１　札幌大通西４ビル 飲食店

日本料理をとわ 札幌市中央区 大通西５－２－２　ＴＡＮＩビル　１Ｆ 飲食店

ボーネルンド 札幌店 札幌市中央区 大通西５－８　昭和ビル　１Ｆ ショッピング

はるのそら 札幌市中央区 大通西６－１０－１１　北都ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

レストラン　コートドール 札幌市中央区 宮ヶ丘１－２－３８ 飲食店

レストラン モリエール 札幌市中央区 宮ヶ丘２－１－１ 飲食店

神宮茶屋 札幌市中央区 宮ヶ丘４７４ 飲食店

すしダイニング　つかさ 札幌市中央区 宮の森１条１０丁目　３－２３ヒルズラボＢ１
Ｆ 飲食店

marupan 札幌市中央区 宮の森１条１１ー１ー１４ ショッピング

Le　Musee 札幌市中央区 宮の森１条１４－３－２０ 飲食店

海鮮中華 宮の森れんげ堂 札幌市中央区 宮の森１条１７ー２ー２８ 飲食店

フーズバラエティ すぎはら 札幌市中央区 宮の森１条９－３－１３ ショッピング

暖龍　宮の森店 札幌市中央区 宮の森２条１１－５－２５ 飲食店

かんてんぱぱショップ 札幌店 札幌市中央区 宮の森２条１１ー６ー２８ ショッピング

黒牛むらい 札幌市中央区 宮の森２条１６ー１２ー３ 飲食店

Linda Hiro 札幌市中央区 宮の森２条５－２－８　クレイスコート宮の森
　１０３号室 サービス

花屋さとうはなみつ 札幌市中央区 宮の森２条６－３－８ ショッピング

佐藤水産 宮の森店 札幌市中央区 宮の森３条１－５－４６ ショッピング

北海道生まれ和食処とんでん 宮の森店 札幌市中央区 宮の森３条１丁目５－４３ 飲食店

東日本自動車タイヤ 山の手店 札幌市中央区 宮の森３条７－１－１２ ショッピング

イル・ド・フランス 札幌市中央区 界川２丁目７－６　 飲食店

炭火焼ばんけい苑 札幌市中央区 盤渓３８６ 飲食店

回転寿司一心 あいの里店 札幌市北区 あいの里１条５－２－３　東光ストアあいの里
店内 飲食店

AUBEHAIRlace札幌北12条店 札幌市北区 北１０条西３－２４－１　明和ビル　１Ｆ サービス

パタゴニア札幌北 札幌市北区 北１３条西４－２－３０ ショッピング

肴ヤショウタ 札幌市北区 北１３条西４丁目１－２０ 飲食店

まろ吉 札幌市北区 北１５条西４丁目１－１２　シュトラ－ルハイ
ム１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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クレイジ－スパイス北16条店 札幌市北区 北１６条西５－１－２２　ＫＷビル　１Ｆ 飲食店

cherry　merry 札幌市北区 北１７条西３丁目２－２１　メゾンドマム１Ｆ 飲食店

スーパーエース北18条店 札幌市北区 北１８条西４－２－２０ ショッピング

やきとり大吉 北大前通り店 札幌市北区 北１８条西５－２－３４ 飲食店

うぉんたな－DELI－ 中央店 札幌市北区 北１９条西２－１－４１　ヴィラＮ１９ ショッピング

kilto 札幌市北区 北１９条西４－２－２４　片野ビル　１Ｆ サービス

大地の珈琲 札幌市北区 北２０条西８－１－３ 飲食店

ステーキハウス魔法のらんぷ北24条店 札幌市北区 北２３条西３丁目２－５１　コープ北２３条マ
ンション２Ｆ 飲食店

グラスタイムシバタ 札幌市北区 北２３条西４－１－２０ ショッピング

ビアホールますや 札幌市北区 北２３条西５－２－３３　フラワ－ビル　２Ｆ 飲食店

鮨一 札幌市北区 北２４条西１９－４－１４ 飲食店

シハチ鮮魚店 札幌市北区 北２４条西２－１－１３　ベアーズ２４　１Ｆ 飲食店

シザーズヘアワークス 札幌市北区 北２４条西３－１－１０　モスビル　２Ｆ サービス

寿し処 まつ元 札幌市北区 北２４条西４－２－１４ 飲食店

蕎麦鳥 北24条店 札幌市北区 北２４条西４－３－６　シューベル２４　１Ｆ 飲食店

フクちゃん北24条店 札幌市北区 北２４条西４－４－２１　都会館　１Ｆ ショッピング

炭火居酒屋炎北24条店 札幌市北区 北２４条西５－１－１１ 飲食店

hair make kuni 札幌市北区 北２４条西５－１－１２　Ｋ２４ビル　２Ｆ サービス

牛角 北24条店 札幌市北区 北２４条西５－１－２１　ノース２４高砂ビル
　１Ｆ 飲食店

川原 札幌市北区 北２４条西５－１－２１　ノース高砂ビル６Ｆ 飲食店

銘酒の裕多加 札幌市北区 北２５条西１５－４－１３ ショッピング

amitie 札幌市北区 北２５条西４－１－２７　モンレ－ブ２５　１
Ｆ サービス

ビックリッキー 北25条店 札幌市北区 北２５条西５－１－２０ ショッピング

パティスリー アンシャルロット 札幌市北区 北３５条西１０－３－１５ 飲食店

Trattoria Calma 札幌市北区 北３６条西４－２－５　第２泊ビル１Ｆ 飲食店

tomos．salon．28 札幌市北区 北４０条西４－２－１０　麻生パステルセトビ
ル　４Ｆ サービス

ビューティサロン たかの 札幌市北区 北４０条西４－２－７　札幌Ｎ４０ビル４Ｆ サービス

とんかつ玉藤 麻生店 札幌市北区 北４０西５丁目　石橋ビル１Ｆ 飲食店

やきとり番長 札幌つなぐ横丁店 札幌市北区 北６条西６　ＷＥＳＴ６　２Ｆ　つなぐ横丁内
１４ 飲食店

idea 札幌市北区 北６条西６－２－３　アストリアＮ６　１Ｆ サービス

寿司と炉端焼 四季花まる 北口店 札幌市北区 北７条西１－２－６　ＮＣＯ札幌　Ｂ１Ｆ 飲食店

炭火居酒屋 炎 札幌駅北口店 札幌市北区 北７条西２－５　ＴＫＰカンファレンスセン
ター　Ｂ１Ｆ 飲食店

真狩村金丸農園直営 野菜居酒屋ルンゴカーニバ
ル 札幌市北区 北７条西４　第五道通ビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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イタリア食堂 スタツィオーネ 札幌市北区 北７条西４－１－１　東カンビル　２Ｆ 飲食店

くし路新北海道ビル店 札幌市北区 北７条西４－３－１　新北海道ビルヂング　Ｂ
１Ｆ 飲食店

えりも亭 札幌市北区 北７条西５－１１－２ 飲食店

すし処北斎 札幌市北区 北７条西５－５－９　ＩＴＭビル１Ｆ 飲食店

ぽたぽたいちご 札幌市北区 北７条西５－８－５　データビル１Ｆ 飲食店

ミアボッカ　札幌駅北口店 札幌市北区 北７条西５丁目　ストーク札幌　１Ｆ 飲食店

Sopracciglia 札幌市北区 北７条西６－１－１　チュリス札幌第二　１０
２ 飲食店

Shanti札幌駅前 札幌市北区 北８条西３－１３－８　札幌駅北口畠山ビル
２・３Ｆ サービス

liena 札幌市北区 北８条西４－１－１　パストラルビルＮ８　１
Ｆ サービス

札幌ザンギ本舗 札幌駅北口店 札幌市北区 北８条西４－１３－３　金子ビル　１Ｆ 飲食店

そば切り 黒むぎ 札幌市北区 北８条西４丁目２０－１　バロンドールＢ１ 飲食店

AND 札幌市北区 北８条西６－２－２０　新和ビル　１Ｆ サービス

EST EST EST 札幌市北区 北９条西２－４－１　ホワイトキュ－ブ札幌　
１Ｆ 飲食店

珀や 札幌駅北口店 札幌市北区 北９条西３－１９－１　ノルテプラザ　１Ｆ 飲食店

味覚園札幌北口店 札幌市北区 北９条西４－１０－１　沢田ビル　１Ｆ 飲食店

BAR　竹内 札幌市北区 北八条西４－２０－１　バロンドールＢ１Ｆ 飲食店

平和園 太平店 札幌市北区 太平５条１－４ 飲食店

スーパーエース屯田店 札幌市北区 屯田５条３－２－２３ ショッピング

プロノ 屯田店 札幌市北区 屯田６条１２－６－１ ショッピング

焼肉家かねよし屯田店 札幌市北区 屯田６条３－８－４ 飲食店

イン東京 屯田店 札幌市北区 屯田７条３－１０－５ サービス

アメリカ屋 イトーヨーカ堂屯田店 札幌市北区 屯田８条３－５－１ ショッピング

POURDEMAIN 屯田 札幌市北区 屯田８条３－５－１　イトーヨーカドー屯田店
２Ｆ サービス

ASH hair 札幌市北区 屯田９条９－５－１ サービス

クーリッチ 札幌市北区 拓北７条２－９－２３ ショッピング

鉄板焼球道 札幌市北区 新川３条１－４－２４　第１１角栄ビル１Ｆ 飲食店

コーチャンフォー新川通り店 ミュージック 札幌市北区 新川３条１８－１－１ ショッピング

コーチャンフォー 新川通り店 書籍 札幌市北区 新川３条１８－１－１ ショッピング

コーチャンフォー新川通り店 文具 札幌市北区 新川３条１８－１－１ ショッピング

コーチャンフォー新川通り店インターリュー 札幌市北区 新川３条１８－１－１ ショッピング

かつや 札幌新川 札幌市北区 新川３条７－１－６０ 飲食店

味覚園 新川店 札幌市北区 新川４条５－１－１ 飲食店

菓子の樹 新琴似店 札幌市北区 新琴似１条１０－２－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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紅乃花や 本店 札幌市北区 新琴似２条１１－１－７ ショッピング

パティスリー・リーモ 札幌市北区 新琴似２条６－２－２０ 飲食店

赤から 新琴似店 札幌市北区 新琴似２条７－１－１０ 飲食店

SOHO new york 札幌店 札幌市北区 新琴似７条１７－４－３　オークヴィレッジＷ
ＡＯ内 サービス

暖龍　新琴似店 札幌市北区 新琴似７条６丁目 飲食店

すし栄 札幌市北区 新琴似７条７－１－２０ 飲食店

LIM asahikawa 札幌市北区 新琴似８条１－１－１　フロンティア西麻生２
　Ｂ１Ｆ サービス

はんこ屋さん21新琴似店 札幌市北区 新琴似８条２－１－１１ ショッピング

柳月 新琴似店 札幌市北区 新琴似８条５－２－６ 飲食店

SalondeRIRE篠路店 札幌市北区 篠路１条１０－２０－１２ サービス

とんでん 篠路店 札幌市北区 篠路１条１丁目２－１５ 飲食店

BEEF IMPACT 篠路店 札幌市北区 篠路２条１－２－５ 飲食店

焼肉ハウスいちばんKAN 札幌市北区 篠路３条６－４－２ 飲食店

北海道生まれ和食処とんでん 麻生店 札幌市北区 西６丁目 飲食店

酒のいろは 札幌市北区 麻生町１－７－１７ ショッピング

ミアボッカ　麻生店 札幌市北区 麻生町２丁目　ラ・ヴィータ麻生２Ｆ 飲食店

epice 札幌市北区 麻生町３－１０－１０　光道力ビル　２Ｆ サービス

ヘアーサロン ティアレ 札幌市北区 麻生町３－１０－１３　麻生ハヤシビル　２Ｆ サービス

epice more 札幌市北区 麻生町５－４－１２　２Ｆ サービス

ザ ジュエルズ 札幌市南区 北ノ沢１９５６ 飲食店

オステリアイルド－ノ 札幌市南区 南３０条西８－５－１ 飲食店

ildono札幌店 札幌市南区 南３０条西８－５－１ ショッピング

ろまん亭石山通り店 札幌市南区 南３６条西１１－２－１３ 飲食店

リストランテ・フォレスタ・ビアンカ 札幌市南区 南３８条西１１－４－１０ 飲食店

炭火焼肉 半蔵門 札幌市南区 南３９条西１０－１－８ 飲食店

プロノ 藻岩店 札幌市南区 南３９条西１１－１－２７ ショッピング

暖龍　川沿店 札幌市南区 川沿１条１－３－９０ 飲食店

SKY イルクオーレ店 札幌市南区 川沿１条３丁目１－１１　ＩＬ　ＣＯＵＲＥ． サービス

パティスリーブリスブリス 札幌市南区 川沿２条５－１－４７ ショッピング

北海市場川沿店 札幌市南区 川沿５条２－１－１０ ショッピング

柳月 コープさっぽろソシア店 札幌市南区 川沿５条２－３－１０ 飲食店

BEEF IMPACT 川沿店 札幌市南区 川沿５条２－３－１０　コープソシア 飲食店

北海道生まれ和食処とんでん 川沿店 札幌市南区 川沿５条２丁目１－１ 飲食店

ビックリッキー 澄川店 札幌市南区 澄川３条３－２－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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グラン・パド・ドゥ 澄川 札幌市南区 澄川３条６－３－１　東光ストア ショッピング

鮨と和食　英二 札幌市南区 澄川４条１丁目１０－１５　 飲食店

ろまん亭 札幌市南区 澄川４条２－９－１ 飲食店

ケーキハウス ステラ・マリス 札幌市南区 澄川４条３－４－２０　シャトー澄川１Ｆ 飲食店

Hair Resort ちゅら 札幌市南区 澄川４条３－６－１３　１Ｆ サービス

鮨なか 札幌市南区 澄川６条３－５－２１ 飲食店

活菜旬魚 さんかい 澄川店 札幌市南区 澄川四条２－１－２　澄川ライラックビル　１
Ｆ 飲食店

フレッシュマートアスカ 札幌市南区 真駒内本町５－１－８　第五ナベビル ショッピング

回転寿司一心 藤野店 札幌市南区 藤野２条４－１－２　東光ストア藤野店内 飲食店

サロット・デ・カナ 札幌市南区 藻岩下２－１－１ 飲食店

CAFEdeROMAN 藻岩店 札幌市南区 藻岩下２－２－４７ 飲食店

花論珈琲茶房 藻岩本店 札幌市南区 藻岩下２－４－１１ 飲食店

ホクノースーパー 中央店 札幌市厚別区 もみじ台北７－１－２ ショッピング

ホクノースーパー もみじ台南店 札幌市厚別区 もみじ台南６－１－８ ショッピング

地の酒・晋作 札幌市厚別区 上野幌１条１－１６－１ ショッピング

まほろば 厚別店 札幌市厚別区 厚別中央１条３　美匠ビル ショッピング

entrancebyBe－COOL 札幌市厚別区 厚別中央１条４－５－２１　厚別ＫアンドＫビ
ル　１Ｆ サービス

Aguhairneige新札幌 札幌市厚別区 厚別中央１条６－２－１５　新札幌センタービ
ル　１Ｆ サービス

ホクノースーパー 新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央１条６－３－１ ショッピング

炭火酒蔵 炎 新さっぽろ駅前店 札幌市厚別区 厚別中央１条６－３－１　ホクノー新札幌ビル
　２Ｆ 飲食店

CHICKENPECKER 札幌市厚別区 厚別中央２条４－１１－３９ 飲食店

イン東京 新札幌駅前店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－２－３０ サービス

炭火焼肉やなぎ家 新さっぽろ店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－２－３０　新さっぽろジェム
シティ　１Ｆ 飲食店

活菜旬魚 さんかい 新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－２－３０　新札幌ジェムシ
ティ　２Ｆ 飲食店

ヴァンカウンシルサロン新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－３－５　パ－クアクシス新札
幌　１Ｆ サービス

まつげエクステサロンセレビアイ 新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－４－１　新札幌七彩館ビル　
２Ｆ サービス

MIYA・新さっぽろ店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－６－１ サービス

PD VISEO 札幌市厚別区 厚別中央２条５－６－３　ＤＵＯ５Ｆ サービス

どんぐり 新さっぽろ店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－７　サンピアザ　Ｂ１ 飲食店

ダンディズム新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－７－２ サービス

柳月 新さっぽろサンピアザ店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－７－２　サンピアザ　Ｂ１Ｆ 飲食店

平禄寿司　札幌厚別サンピアザ店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－７－３ 飲食店

卸売スーパー 新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５丁目４－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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inoce 札幌市厚別区 厚別中央３条３丁目 十七番三十二号伊藤マン
ション一階 サービス

キャロット 新さっぽろ店 札幌市厚別区 厚別中央３条４－６－２ ショッピング

ホクノースーパー厚別5条店 札幌市厚別区 厚別中央５条６－１－２ ショッピング

エストック 札幌市厚別区 厚別北２条１－１－２０ ショッピング

居酒屋 吉里吉里 札幌市厚別区 厚別北２条５－１－７　リーヴココプラザ１Ｆ 飲食店

クッチーナ　厚別南店 札幌市厚別区 厚別南２－１３－９ 飲食店

ES’FRESCO 札幌市厚別区 厚別南２－５－１　プラザサンホーム１Ｆ 飲食店

ホクノースーパー厚別東2号店 札幌市厚別区 厚別東２条４ー１１ー２５　ホクノー厚別東２
号店 ショッピング

アップガレージ 札幌厚別店 札幌市厚別区 厚別東４条１－２－１５ ショッピング

自遊空間札幌厚別店サインレス 札幌市厚別区 厚別東４条３－３－１２ 飲食店

回転寿しトリトン　厚別店 札幌市厚別区 厚別東４条３丁目３－１ 飲食店

暖龍　厚別店 札幌市厚別区 厚別東５条２－１－３ 飲食店

とんかつ玉藤厚別店 札幌市厚別区 厚別東５条３－２４－７９ 飲食店

焼肉菜包 ぼくぜん 厚別店 札幌市厚別区 厚別東５条８丁目６－１ 飲食店

炭火焼肉 遊山亭 札幌市厚別区 厚別西２条５－３－１０　立山ビル１Ｆ 飲食店

ジーベック厚別店 札幌市厚別区 厚別西３条３－１－２１ ショッピング

靴のウエダ 札幌市厚別区 厚別西４条２－８－７ ショッピング

artista 厚別店 札幌市厚別区 厚別西４条６－７００－１２６　西友厚別店　
２Ｆ サービス

エーナイン 西友厚別店 札幌市厚別区 厚別西４条６－７００－１２６　西友厚別店２
Ｆ サービス

札幌ファニシング 札幌市厚別区 大谷地東１－２－４０ ショッピング

千秋庵 東光ストア大谷地店 札幌市厚別区 大谷地東３－３－２０ 飲食店

フルーツケーキファクトリー大谷地店 札幌市厚別区 大谷地東３－３－２０　ＣＡＰＯ大谷地　１Ｆ 飲食店

サッポロ珈琲館大谷地店 札幌市厚別区 大谷地東３－３－２０　ＣＡＰ大谷地内 ショッピング

エーナイン キャポ大谷地店 札幌市厚別区 大谷地東３－３－２０　キャポ大谷地１Ｆ サービス

Atuy 札幌市厚別区 大谷地西５－２－５　パスウェイ弐番館　１Ｆ サービス

てらさわ厚別青葉 札幌市厚別区 青葉町３－３－１ ショッピング

artista 手稲店 札幌市手稲区 前田１条１１－１－１　西友手稲店　２Ｆ サービス

エーナイン 西友手稲店 札幌市手稲区 前田１条１１－１－１　西友手稲店２Ｆ サービス

焼肉 さんきゅう 札幌市手稲区 前田２条１１－３－１５ 飲食店

ワタナベ美容室 手稲店 札幌市手稲区 前田２条１１丁目１３－３０ サービス

現金問屋 手稲店 札幌市手稲区 前田４条７－１－１ ショッピング

とんでん 手稲前田店 札幌市手稲区 前田５条１０ 飲食店

かつや札幌手稲前田店 札幌市手稲区 前田５条１０－５－２５ 飲食店

はんこショップ手稲 札幌市手稲区 前田５条１１－１－５６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

46 / 66

[北海道北海道]



トーカイ 手稲店 札幌市手稲区 前田５条１３－３－１　カウボーイ手稲店　２
Ｆ ショッピング

靴のウエダ トライアル手稲店 札幌市手稲区 前田５条１３－３－１　トライアル手稲店１Ｆ ショッピング

BEEF IMPACT 手稲前田店 札幌市手稲区 前田６条１２－１－１ 飲食店

プロノ手稲店 札幌市手稲区 前田６条１２－１－１５ ショッピング

焼肉徳寿 手稲店 札幌市手稲区 前田６条１３－１－１ 飲食店

回転ずし　日の出寿司　手稲前田店 札幌市手稲区 前田６条１３－１－５ 飲食店

Le petit chic 札幌市手稲区 前田６条１３－７－１０ サービス

回転寿司根室花まる手稲前田店 札幌市手稲区 前田７条１１－１－５ 飲食店

GRIZZLY 札幌市手稲区 前田９条１１－３－６６ 飲食店

ジャルダン　ポタジエ　テラニシ 札幌市手稲区 富丘６条７丁目４－１３　 飲食店

AUBEhairlibre札幌手稲店 札幌市手稲区 手稲本町１条３－４－８　エファクト手稲 サービス

麺屋サスケ 札幌市手稲区 手稲本町１条３丁目１－１３ 飲食店

マダムブティックつるもと 札幌市手稲区 手稲本町２－４－５－２２ ショッピング

三響楽器株式会社 札幌市手稲区 手稲本町２条３－９－１ ショッピング

手稲 コンチェルト 札幌市手稲区 手稲本町２条４－８－２４　キテネビル　１Ｆ ショッピング

追風丸 北海道本店 札幌市手稲区 新発寒５条１－６－３３ 飲食店

アストロプロダクツ 札幌新発寒店 札幌市手稲区 新発寒四条１－８０ ショッピング

つぼ八 新発寒店 札幌市手稲区 新発寒四条３丁目１５－１０ 飲食店

フィリア 明日風本店 札幌市手稲区 明日風２－３－７ 飲食店

渡辺美容室 ラッキー星置駅前店 札幌市手稲区 星置１条２－１－１ サービス

benbeya 本店 札幌市手稲区 星置３条９－１０－７ 飲食店

パッケージプラザAZ手稲店 札幌市手稲区 稲穂２条２－２－１ ショッピング

なんでもリサイクルビッグバン 札幌手稲店 札幌市手稲区 稲穂２条６－２－１ ショッピング

エルム楽器 本店 札幌市手稲区 西宮の沢３条２－１－８ ショッピング

とんかつ玉藤 宮の沢店 札幌市手稲区 西宮の沢５条１－１１－１５ 飲食店

チロリン村 宮の沢店 札幌市手稲区 西宮の沢５条２丁目１２－１７ 飲食店

リスタ札幌 札幌市東区 伏古１０条４－３－１ ショッピング

焼肉菜包 ぼくぜん 伏古店 札幌市東区 伏古１条２丁目６ 飲食店

かつや札幌伏古店 札幌市東区 伏古１条４－１－４０ 飲食店

旬鮮和彩ともえ 札幌市東区 伏古４条３丁目４－２３ 飲食店

居酒屋　幸せ三昧 札幌市東区 伏古４条４丁目１－５　１Ｆ 飲食店

きせつや 札幌市東区 伏古５条４－１－２ ショッピング

回転寿しトリトン　伏古店 札幌市東区 伏古７条２－４－８ 飲食店

ごはん家うお福　伏古店 札幌市東区 伏古８条２－７－２２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とんかつ玉藤 伏古店 札幌市東区 伏古８条４－７－１ 飲食店

産直生鮮市場 ふしこ店 札幌市東区 伏古９条４－３－１ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ札幌東区役所駅前 札幌市東区 北１０条東７－１－１０　村川ビル　１Ｆ 飲食店

NOZAWA本店 札幌市東区 北１２条東１－１－２２ サービス

北海道生まれ和食処とんでん 北12条店 札幌市東区 北１２条東８丁目 飲食店

ナタリー＆アローナ アナザーステージ店 札幌市東区 北１３条東８丁目　松澤ビル１Ｆ サービス

食器と厨房のプロショップ ナカタ 札幌市東区 北１４条東１丁目１－２２ ショッピング

KON－GARI 札幌市東区 北１６条東１２－２－１９　ＧＡＲＢＯ　１Ｆ ショッピング

柳月 札幌店 札幌市東区 北１６条東１６－１－４ 飲食店

スーパーエース美香保店 札幌市東区 北１８条東８－２－５ ショッピング

松尾ジンギスカン 札幌北19条東店 札幌市東区 北１９条東８－３－２ 飲食店

石田英　札幌支店 札幌市東区 北１９条東９丁目４番１号　 飲食店

秀花園 札幌市東区 北２１条東２１－１－５ ショッピング

金獅子のホルモン 元町店 札幌市東区 北２２条東１６－１－１５　ＳＴＹビル１Ｆ 飲食店

かつや札幌北23条店 札幌市東区 北２３条東１－３－１５ 飲食店

e－スタイル元町店 札幌市東区 北２３条東１５－５－２７　第７神田ビル１Ｆ サービス

なごみ屋 元町店 札幌市東区 北２３条東１６－６－１ 飲食店

海天丸 北23条店 札幌市東区 北２３条東１８－３－５ 飲食店

SERVEnexthair元町 札幌市東区 北２３条東１８－４－１１ サービス

牛角 札幌元町店 札幌市東区 北２３条東２１－２－５ 飲食店

ヘアーサロン トップ 札幌市東区 北２４条東１３－２－１５ サービス

feliette by Be－COOL 札幌市東区 北２５条東１６－１－３ サービス

AUBEhairsilence札幌元町店 札幌市東区 北２５条東１６－１－３２　北辰ビル　１Ｆ サービス

酒の早坂商店 札幌市東区 北２５条東１８－９－１６ ショッピング

焼肉苑北園 札幌市東区 北２５条東７－２－８ 飲食店

ヤキトリ首領 札幌市東区 北２５条東７丁目２－２２ 飲食店

ダイヤ書房 本店 札幌市東区 北２５条東８－２ ショッピング

キャロット 北光店 札幌市東区 北２６条東８－１－２２ ショッピング

スーパーエース30条店 札幌市東区 北３０条東８－１－２ ショッピング

いただきコッコちゃん　新道東店 札幌市東区 北３３条東１６丁目２２－３３ 飲食店

暖龍　新道店 札幌市東区 北３３条東１８－２ 飲食店

プロノ 札幌本店 札幌市東区 北３４条東１４－１－１ ショッピング

スーパーヘアー jet 札幌市東区 北３４条東１６　しんえいトップビル　１Ｆ サービス

焼肉徳寿 新道店 札幌市東区 北３４条東２０丁目２－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マルミ北栄商店 札幌市東区 北３４条東７－３－１２ ショッピング

パーク 北37条店 札幌市東区 北３７条東８－１－５ ショッピング

回転寿しトリトン　栄町店 札幌市東区 北３８条東１５－２ 飲食店

玉藤 北41条店 札幌市東区 北４１条東５－２－２０ 飲食店

卸売スーパー 北42条店 札幌市東区 北４２条東９丁目１－５ ショッピング

小谷商店 札幌市東区 北４８条東１０－１－１８ ショッピング

THE DEF CUT 札幌市東区 北８条東１－３－１５ サービス

北新病院売店 札幌市東区 北８条東４－１９－１ ショッピング

回転寿しトリトン　北8条光星店 札幌市東区 北８条東５－１９－１ 飲食店

米家きゅうさん札米 札幌市東区 北９条東１－３－１０ ショッピング

おむすびきゅうさん 札米 札幌市東区 北９条東１－３－１０ ショッピング

ウィズマート丘珠店 札幌市東区 北丘珠３条１－２１－１５ ショッピング

活菜旬魚 さんかい 環状通東店 札幌市東区 北十八条東１６－１－４ 飲食店

ル・パティシエ・フルタ 札幌市東区 本町１条２－１－１０ 飲食店

プロノ 東苗穂店 札幌市東区 本町２条１０－３－５８ ショッピング

居酒屋 笑平 札幌市東区 本町２条４－５－１２　斉藤ビル１Ｆ 飲食店

珍味のお店山珍 札幌店 札幌市東区 東苗穂１２条３－２２－１ ショッピング

味覚園 東苗穂店 札幌市東区 東苗穂４条２－４－１ 飲食店

レストラン ユっぴー 札幌市東区 東苗穂５条３－４－５５ 飲食店

きのとや 東苗穂工場直売店 札幌市東区 東苗穂５条３－７－３６ 飲食店

石上車輌 新道店 札幌市東区 東苗穂６条１－１８－２５ ショッピング

アップガレージ 札幌東雁来店 札幌市東区 東雁来１０条４－１－３０ ショッピング

ジーベック東雁来店 札幌市東区 東雁来８条１－１５－３９ ショッピング

クッチーナ　北野店 札幌市清田区 北野２条２丁目７ 飲食店

小麦工房 RIN 北野店 札幌市清田区 北野２条３－３－１５　小林ビル　１Ｆ 飲食店

産直生鮮市場 北野店 札幌市清田区 北野３条１－１２－１０ ショッピング

炭火焼肉・郷土料理 ひし丸 北野店 札幌市清田区 北野３条２－１２－２０ 飲食店

焼肉きんぐ 北野通り店 札幌市清田区 北野３条２－１３－６８ 飲食店

虹屋ヘアープロフェッショナル 札幌市清田区 北野３条３－２－６６ サービス

プロノ 平岡店 札幌市清田区 北野５条５－１５－２５ ショッピング

うぉんたな－DELI－ 北野店 札幌市清田区 北野７条２－５－５　第二おおたビル　１Ｆ 飲食店

patisserie kazroo 札幌市清田区 塚里緑ヶ丘８－１５－３２ ショッピング

artista 清田店 札幌市清田区 平岡１条１－１－３　西友清田店　２Ｆ サービス

京田屋 清田店 札幌市清田区 平岡１条１－１－３　西友清田店内 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アップガレージ 札幌平岡店 札幌市清田区 平岡１条５－１－１ ショッピング

レクラン・ドゥ・ルコルテ 札幌市清田区 平岡２条５－３－１０ 飲食店

ダンディズム札幌平岡店 札幌市清田区 平岡３条５－３－１ サービス

ジーベック 平岡店 札幌市清田区 平岡４条１－４３－９ ショッピング

焼肉徳寿 平岡店 札幌市清田区 平岡４条１丁目４３－１ 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ　札幌平岡店 札幌市清田区 平岡７条１－１－１０ 飲食店

グラン・パド・ドゥ 平岡 札幌市清田区 平岡７条２－２－１　東光ストア ショッピング

サン・ロマーノ 平岡店 札幌市清田区 平岡７条２－２－１　東光ストア平岡店　２Ｆ ショッピング

産直生鮮市場 平岡店 札幌市清田区 平岡７条３－１８－４５ ショッピング

BEEF IMPACT 平岡店 札幌市清田区 平岡８条１－１－１０ 飲食店

エルドール 平岡店 札幌市清田区 平岡９条１－８－１ 飲食店

ジューシーディッシュ焼肉かざん 札幌市清田区 平岡公園東１－１２－２９ 飲食店

Cafe ZIKKA 札幌市清田区 平岡公園東１１－１２ 飲食店

柳月 コープさっぽろ平岡店 札幌市清田区 平岡公園東３－１－５ 飲食店

炭火焼き肉 金花郎 清田店 札幌市清田区 清田１条３－５８－１０ 飲食店

炭火居酒屋 炎 清田店 札幌市清田区 清田１条４－４－３６ 飲食店

はんこ屋さん21清田店 札幌市清田区 清田１条４－５－１ ショッピング

KINOTOYA cafe ファーム店 札幌市清田区 清田１条４丁目４－２５ 飲食店

RED GIGS 札幌市清田区 清田２条１－４－３　ＴＳ２１ビル サービス

とんかつ玉藤清田店 札幌市清田区 清田２条２－１６ 飲食店

大黒屋書店 札幌清田店 札幌市清田区 清田２条２－５－５ ショッピング

卸売スーパー 清田店 札幌市清田区 清田２条２丁目１５－１ ショッピング

Hair recett Syu.non 札幌市清田区 清田２条２丁目２－１２サンホームＭＳ１Ｆ サービス

スナッフルス清田店 札幌市清田区 清田２条３－１０－５５ ショッピング

エーナイン清田店 札幌市清田区 清田２条３－２－２６　湯の郷絢ほのか　２Ｆ サービス

ビックリッキー 清田店 札幌市清田区 清田２条３－６－２１ ショッピング

焼肉 景勝苑 札幌市清田区 清田３条２－７－６ 飲食店

ハミューレ 羊ヶ丘通店 札幌市清田区 清田４１０－２ ショッピング

鮨処おだじま 札幌市清田区 真栄１条２－２－２２ 飲食店

pet’zhair 札幌市清田区 真栄２条１－８－１０ サービス

株式会社スナップ 札幌市清田区 真栄４１１番地 サービス

すしや一心 真栄店 札幌市清田区 真栄４条２－１－４８　東光ストア真栄店内 飲食店

キャロット 真栄店 札幌市清田区 真栄４条３－２－８ ショッピング

北海道生まれ和食処とんでん 清田店 札幌市清田区 真栄条１丁目１－２８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ドゥカティ札幌 札幌市清田区 美しが丘１条４－１－１ ショッピング

スポーツReショップ 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条４－１－１２ ショッピング

つぼ八 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条４丁目１ 飲食店

アストロプロダクツ 札幌美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条５－１－５ ショッピング

コーチャンフォー 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条５－２－１ ショッピング

コーチャンフォー 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条５－２－１ ショッピング

コーチャンフォー 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条５－２－１ ショッピング

株式会社宮田屋珈琲美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘２条１－６－７ 飲食店

お菓子のドルチェヴィータ 札幌市清田区 美しが丘２条２－９－１０ ショッピング

牛屋江戸八 札幌市清田区 美しが丘３条１ー７ー２０ 飲食店

暖龍　美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘４条５－３８９－１７６－３ 飲食店

回転寿しトリトン　清田店 札幌市清田区 里塚１条４丁目１５ 飲食店

池田食品〔工場直売店〕 札幌市白石区 中央１条３丁目３２ ショッピング

バーガーキング 白石店 札幌市白石区 中央１条７－８－１０ 飲食店

BEEF IMPACT 白石中央 札幌市白石区 中央２条３－７－１ 飲食店

エスパーイトウ白石中央店 札幌市白石区 中央２条５－９－１ 飲食店

銀座文明堂 札幌工場売店 札幌市白石区 中央３条３－１－５２ 飲食店

ダイコク白石中央店 札幌市白石区 中央３条６－５－２７ ショッピング

札幌山本養蜂園 札幌市白石区 北郷２条７－６－１３ ショッピング

ファイヤーバーグ 北郷環状通店 札幌市白石区 北郷３条１－５－２２ 飲食店

海天丸 北郷店 札幌市白石区 北郷３条７－１０－１ 飲食店

JTC 北海道店 札幌市白石区 北郷３条９－８－５ ショッピング

産直生鮮市場 北郷店 札幌市白石区 北郷４条４－２２－１ ショッピング

Aguhairhug白石 札幌市白石区 南郷通１－北１－１　ＳＴ相馬ビル　４Ｆ サービス

ハートブレッドアンティーク札幌南郷通店 札幌市白石区 南郷通１５－南３－１２ 飲食店

GRATES 札幌市白石区 南郷通１７－南４－１０　ハイデンスＭＭ南郷
　１Ｆ サービス

回転寿司根室花まる 南郷店 札幌市白石区 南郷通１９－南８－２ 飲食店

JANIS NAIL 白石店 札幌市白石区 南郷通２－北１－２９　第七後藤ビル　１Ｆ サービス

BUDDY BROWN 札幌市白石区 南郷通２－北１－２９　第七後藤ビル　２Ｆ サービス

ナチュリエスタジオ 札幌市白石区 南郷通２０－北１－２３ ショッピング

玉藤 南郷店 札幌市白石区 南郷通２０－南５－４ 飲食店

プロノ 南郷店 札幌市白石区 南郷通４－北２－５ ショッピング

Aguhaireve南郷7丁目 札幌市白石区 南郷通７－北２－１３ サービス

イズムケンジフェローズヘアワークス 札幌市白石区 南郷通７－北５－７　第７中澤ビル１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼鳥居酒屋二代目かまちゃん 札幌市白石区 南郷通７－南６－２５　重本ビル１Ｆ 飲食店

一久大福堂 南郷店 札幌市白石区 南郷通８－北２－２１ 飲食店

どんぐり 本店 札幌市白石区 南郷通８－南１－７ 飲食店

炉ばた　たけひろ 札幌市白石区 川北一条３－１－１　 ショッピング

平和園 白石店 札幌市白石区 平和通１－南１－１７ 飲食店

ファットリアビオ北海道 札幌市白石区 平和通１２－北５－１０ ショッピング

イーグルモーターサイクル 札幌市白石区 本通１２－北１－１５ ショッピング

千秋庵ダイイチ白石神社前店 札幌市白石区 本通１３－北３－３９　ダイイチ白石神社前店 飲食店

焼肉徳寿 白石店 札幌市白石区 本通１６－北１２－３６ 飲食店

アストロプロダクツ 札幌白石店 札幌市白石区 本通１７－南４－８ ショッピング

なんでもリサイクルビッグバン札幌白石店 札幌市白石区 本通６－北６－２３ ショッピング

ビーネマヤ 札幌市白石区 本通７－南７－２７　ハイム・ミント　１Ｆ 飲食店

かつや 札幌白石 札幌市白石区 本通８－南１－２１ 飲食店

からやま札幌白石 札幌市白石区 本通北１－８ 飲食店

株式会社 FUKAZAWA 札幌市白石区 本郷通４－北７－１５ ショッピング

鮨・肴匠くりや 札幌市白石区 本郷通８－北１－２２　石田ビル　２Ｆ 飲食店

炭火やきにく はな 札幌市白石区 本郷通８－南２－１２　タウンプラザ北洋　１
Ｆ 飲食店

Magic Spice 札幌本店 札幌市白石区 本郷通８－南６－２ 飲食店

AUBEhairjewel札幌白石店 札幌市白石区 東札幌２条５－７－８　３Ｄコート　１Ｆ　Ｄ サービス

ネイルサロンエーナイン白石店（旧Envy) 札幌市白石区 東札幌２条６－５－１　ターミナルハイツ白石
２Ｆ サービス

活菜旬魚 さんかい 白石店 札幌市白石区 東札幌２条６－６－１１ 飲食店

ファクトリーギア札幌店 札幌市白石区 東札幌３条１－１－１　イーアス札幌Ａタウン ショッピング

洋菓子 きのとや 白石本店 札幌市白石区 東札幌３条５－１－２０ 飲食店

鶏侍白石店 札幌市白石区 東札幌３条５－３－１５　パシフイック白石　
１Ｆ 飲食店

フレふれ 札幌市白石区 東札幌４条１－１－１　ラソラ札幌Ｂｔｏｗｎ
　１Ｆ ショッピング

UMEYAラソラ札幌店 札幌市白石区 東札幌４条１－１－１　ラソラ札幌Ｂｔｏｗｎ
　１Ｆ ショッピング

尾州鮨　東札幌店 札幌市白石区 東札幌４条２－４－２２ 飲食店

業務食品倉庫 美鈴 札幌市白石区 東札幌６条５－２－４ ショッピング

柳月 コープさっぽろルーシー店 札幌市白石区 栄通１８－５－３５ 飲食店

室蘭やきとり雷音白石店 札幌市白石区 栄通１９－３－３ 飲食店

Angel Casa 札幌市白石区 栄通３－１－５０　橋本ビル　１Ｆ サービス

わらく堂 スイートオーケストラ 札幌市白石区 栄通７－６－３０ 飲食店

遠藤水産 港町市場 札幌店 札幌市白石区 米里１条３－２－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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美容室アンティコ 札幌市白石区 菊水３条１－８－２ サービス

ナルシマ美容室 札幌市白石区 菊水３条２－３－２６　大和商会ビル１Ｆ サービス

パッケージプラザマエゲン 札幌市白石区 菊水９条２－４－１８ ショッピング

肉の割烹 田村 菊水元町店 札幌市白石区 菊水元町４条２丁目２ー１２ 飲食店

ヘアスペースクラージュ 二十四軒店 札幌市西区 二十四軒１条４－２－１５　メゾン２４ サービス

大船鮨 札幌市西区 二十四軒２条１－２－１７　琴似コーポ　１Ｆ 飲食店

inZONEwithACTUS 宮の森 札幌市西区 二十四軒２条７－１－１４ ショッピング

北ガスフレアスト フレアスト西 札幌市西区 二十四軒２条７－２－２１　ＫＬビル　２Ｆ ショッピング

ダイコク八軒店 札幌市西区 八軒１０条西１１ー１ー２４ ショッピング

salon．attrait 札幌市西区 八軒２条東１－７－１８ サービス

焼肉徳寿 八軒店 札幌市西区 八軒５条東２－７－６ 飲食店

エスパーイトウ八軒本店 札幌市西区 八軒５条西１－２－３２　パレスチャギヒラ　
１Ｆ 飲食店

洋菓子 きのとや 琴似店 札幌市西区 八軒５条西３－４－１６ 飲食店

丸高水産（株）直販店 札幌市西区 八軒７条西１０－１－１２ ショッピング

ジーベック 八軒店 札幌市西区 八軒９条西１１－１－３８ ショッピング

男髪 仁 札幌市西区 宮の沢１条１丁目７−１０ ワイビル 1F サービス

ジーベック宮の沢店 札幌市西区 宮の沢１条２－２－１ ショッピング

ファイヤーバーグ 宮の沢店 札幌市西区 宮の沢１条２－３－１ 飲食店

フィリア 宮の沢店 札幌市西区 宮の沢一条１－１０－１９ 飲食店

かるね屋 札幌市西区 山の手１条１丁目３－３２ 飲食店

sasukia 札幌市西区 山の手２条１－１－１ サービス

yet パスタとピザとそれからカフェと 札幌市西区 山の手２条６－１－１４ 飲食店

おもちゃの平野 札幌市西区 山の手３条１－３－２ ショッピング

GALLERY CAFE Lucy 札幌市西区 山の手３条５－３－５　ＹＡＭＡＮＯＴＥＧＡ
ＬＬＥＲＹ 飲食店

まるがん 札幌市西区 平和２条３－３－１ ショッピング

ミア・ボッカ JR琴似駅前店 札幌市西区 琴似１条１－１－２０ 飲食店

松尾ジンギスカン 札幌琴似店 札幌市西区 琴似１条１－１－２０ 飲食店

フクちゃん琴似店 札幌市西区 琴似１条１－４－５ ショッピング

居酒屋ふる里琴似本店 札幌市西区 琴似１条１－６－１３ 飲食店

炭火やBB 琴似店 札幌市西区 琴似１条２－５－３　ハシモトビル１Ｆ 飲食店

お好み焼きまっか琴似店 札幌市西区 琴似１条２－６－１４ 飲食店

鮨・居酒屋 矢車 札幌市西区 琴似１条２－６－１５　琴似矢車ビル１Ｆ 飲食店

Aguhairbutton札幌琴似 札幌市西区 琴似１条２－７－１　ライオンズプラザ琴似　
１Ｆ サービス

徳えもん 札幌市西区 琴似１条３－３－１３　津江ビル　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火居酒屋 炎 琴似本通店 札幌市西区 琴似１条３－３－１４ 飲食店

EYE SENSE 琴似店 札幌市西区 琴似１条３－３－２２　ことにセンタービル７
Ｆ サービス

炭火ホルモン 大政 札幌市西区 琴似１条４－２－１５　ニシムラビル１Ｆ 飲食店

一久大福堂 琴似店 札幌市西区 琴似１条４－４－１７　濱田ビル 飲食店

炭火焼肉 羅山 琴似店 札幌市西区 琴似１条４－４－２７　NYビル１Ｆ 飲食店

炭火串焼千鳥庵 札幌市西区 琴似１条５－１－２５ 飲食店

エーナイン 琴似店 札幌市西区 琴似１条５－１７５－１　ロイヤルホープビル
　１Ｆ サービス

個室居酒屋 とりこ 琴似店 札幌市西区 琴似１条５－４－１７　ロイヤルホ－プ 飲食店

ごったがえし琴似本店 札幌市西区 琴似１条５－４－１８　細川ビル　２Ｆ 飲食店

ケンズカフェ 札幌市西区 琴似１条６－４－１８　シバビル１Ｆ 飲食店

名代志んぼ 札幌市西区 琴似１条７－３－７ 飲食店

まつげエクステサロン セレビアイ 琴似店 札幌市西区 琴似２条１－１－２０　琴似タワープラザ　２
Ｆ サービス

ピカンティ札幌琴似店 札幌市西区 琴似２条１－１－５ 飲食店

Les KaneKIYOs 札幌市西区 琴似２条１－３－５　玉田ビルクロスロード琴
似 飲食店

大衆串横丁てっちゃん 琴似店 札幌市西区 琴似２条１－３－５　玉田ビルクロスロード琴
似１Ｆ 飲食店

AUBEhairsense琴似札幌6号店 札幌市西区 琴似２条２－２－１８　うすやビル　２Ｆ サービス

安積製茶工場 札幌市西区 琴似２条２－２－２０ ショッピング

琴似串夢鳥 札幌市西区 琴似２条２－２－２４　琴星ビル　１Ｆ 飲食店

アルティプレジール 札幌市西区 琴似２条３－１－１　ＣＨＥＳＴＯＨＩビル４
Ｆ サービス

Hai＿Yamakashi 札幌市西区 琴似２条３－１－３　テーオービル　２Ｆ サービス

ヘアスペースクラージュ 琴似店 札幌市西区 琴似２条４－１－５　ＣＯＵＲＡＧ．ＢＬＤ　
２Ｆ サービス

ことに大和家 札幌市西区 琴似２条５－２－２４ 飲食店

トラットリア インコントロ 札幌市西区 琴似２条５－２－３　ダイアックス琴似ビル　
２Ｆ 飲食店

焼鳥さんかい琴似店 札幌市西区 琴似２条５－２－５ 飲食店

ヴァンカウンシルサロン琴似店 札幌市西区 琴似２条６－１－２１　ヴァンカウンシルビル
　１Ｆ サービス

Linda 札幌市西区 琴似４条１－１－１　コルテナ１　１Ｆ サービス

活菜旬魚 さんかい 琴似店 札幌市西区 琴似二条３－１－６　琴似２条ビル 飲食店

Hair　ラヴィアン 札幌市西区 琴似二条３－２－３７　サンハイム２・３－１
Ｆ サービス

プロノ 発寒店 札幌市西区 発寒１２条２－８－４０ ショッピング

大黒屋書店 札幌発寒店 札幌市西区 発寒１３条３－７－６５ ショッピング

impres 発寒店 札幌市西区 発寒１４条３－８９８－２５ サービス

つぼ八 発寒店 札幌市西区 発寒４条３－５－２６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヘアクリエイトキャラ 札幌市西区 発寒６条１０－１－２０ サービス

北海市場発寒店 札幌市西区 発寒９条１４－５１６ ショッピング

ASH HAIR 西野店 札幌市西区 西の３条１丁目３－１ サービス

自遊空間札幌西町店〔サインレス〕 札幌市西区 西町北１３－１　ナムコワンダーシティ札幌内 飲食店

中華厨房　あんにん 札幌市西区 西町北１６－６－１６ 飲食店

かつや札幌西区西町店 札幌市西区 西町北１７－２－３ 飲食店

さっぽろ西町ハム工房 札幌市西区 西町北１８－１－１ ショッピング

プルマンベーカリー宮の沢駅前店 札幌市西区 西町北２０－４－１０ 飲食店

essence 札幌市西区 西町北４－１－１０ サービス

magnifigue 札幌市西区 西町北６－５－１９　プレドニア発寒南１Ｆ サービス

イ－スタイル発寒南 札幌市西区 西町南７－１－２９ サービス

北海市場 西町店 札幌市西区 西町南７－４－１５ ショッピング

山谷商店 札幌市西区 西野１条６－１－２４ ショッピング

回転寿司根室花まる西野店 札幌市西区 西野２条２－４－１２ 飲食店

やまじゅう 焼鳥店 札幌市西区 西野２条２－７－１６ 飲食店

味覚園 西野店 札幌市西区 西野３条２－１－４０ 飲食店

フィオーレ サンマルコ 札幌市西区 西野３条４－１－１７ ショッピング

中野商店 札幌市西区 西野３条６－３－１１ ショッピング

勢寿し 札幌市西区 西野４条７－１１－１ 飲食店

炭火焼肉ダイニング やまや 札幌市西区 西野４条８－１－３ 飲食店

まほろば 本店 札幌市西区 西野５条３－１－１ ショッピング

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 札幌市豊平区 中の島１条１３－１－１ ショッピング

コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 書籍 札幌市豊平区 中の島１条１３－１－１ ショッピング

コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 文具 札幌市豊平区 中の島１条１３－１－１ ショッピング

ユニークジーンストア 札幌市豊平区 中の島２条２－１－１ ショッピング

ユニークセコンド 札幌市豊平区 中の島２条２－１－１　ステーションビル　１
Ｆ ショッピング

黒牛セブン 札幌市豊平区 平岸１条１６丁目９－３３ 飲食店

オステリア デラカーサ 札幌市豊平区 平岸１条１９－２－４５ 飲食店

フクちゃん平岸店 札幌市豊平区 平岸１条２－３－２５ ショッピング

ル・ポワンド－ル 札幌市豊平区 平岸１条９－６－３１ ショッピング

HAIR SHOP K 札幌市豊平区 平岸２条１－７－４ サービス

かつ徳平岸店 札幌市豊平区 平岸２条１５－４－１８ 飲食店

そば酒処 昌の屋 札幌市豊平区 平岸２条１５－５－１６ 飲食店

回転寿しトリトン　平岸店 札幌市豊平区 平岸２条１５丁目４－２４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Risotteria．GAKU 札幌市豊平区 平岸２条５－２－１４　第五平岸グランドビル
　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉酒家 牛角 平岸店 札幌市豊平区 平岸２条７－１－１５　第二豊水ビル　１Ｆ 飲食店

サロンドヴィヴィ 平岸店 札幌市豊平区 平岸２条９－１－２６ サービス

AUBEhair札幌平岸店 札幌市豊平区 平岸３条１０－１－１　第五十二松井ビル　１
Ｆ サービス

ShantiHiragishi 札幌市豊平区 平岸３条１１－１－２０　アーバンプラザサワ
ダ２Ｆ サービス

和牛焼肉 みほし 札幌市豊平区 平岸３条１３－５－１３ 飲食店

NIELLE LA’BO 札幌市豊平区 平岸３条１３－５－１７ サービス

焼肉 寺桜 札幌市豊平区 平岸３条１４－１－１１　南平岸ビル　１Ｆ 飲食店

寿し処春道 札幌市豊平区 平岸３条１４－１－１１　南平岸ビル１Ｆ 飲食店

オーム模型店 札幌市豊平区 平岸３条１４－１－２２ ショッピング

美唄焼鳥元祖三船 南平岸店 札幌市豊平区 平岸３条１４－３－４　２Ｆ 飲食店

フライズワン 札幌市豊平区 平岸３条２丁目１－２９ ショッピング

クァフォリウム 札幌市豊平区 平岸３条５－４－２２　平岸グランドビル本館
　４Ｆ－４０１ サービス

居酒屋 裕 札幌市豊平区 平岸３条８－３－１　平岸ファースト１Ｆ 飲食店

おわん 札幌市豊平区 平岸３条８－３－１　平岸ファースト１Ｆ 飲食店

焼肉 李季 札幌市豊平区 平岸３条８－７－３０ 飲食店

炭火居酒屋 十五夜 札幌市豊平区 平岸３条９－８－１　平岸東栄ビル　１Ｆ 飲食店

豆蔵珈房宮田屋豊平店 札幌市豊平区 平岸４条１－４－４ ショッピング

コートドール平岸本店 札幌市豊平区 平岸６条９－３－２０ 飲食店

Moewehairmake＆design 札幌市豊平区 月寒中央通１１－３－６　サンホームＭＳ萩沢
Ｂ　１Ｆ サービス

一久大福堂 月寒中央店 札幌市豊平区 月寒中央通４－１－７ 飲食店

柳月 月寒店 札幌市豊平区 月寒中央通５－２－１ 飲食店

とんでん 月寒店 札幌市豊平区 月寒中央通６ 飲食店

WOODSTOCK 札幌市豊平区 月寒中央通７－２－１２　月寒カンダビル　２
Ｆ サービス

JANIS NAIL 月寒店 札幌市豊平区 月寒中央通７－２－１２　月寒カンダビル　２
Ｆ サービス

美容室MIZZO 札幌市豊平区 月寒中央通７－６－２０　ＪＡ月寒中央ビル　
１Ｆ サービス

中華料理 パンダ 札幌市豊平区 月寒東１条２０－５－３２ 飲食店

石上車輌 月寒店 札幌市豊平区 月寒東２条１０－４－１７ ショッピング

スポーツReショップ 月寒店 札幌市豊平区 月寒東３条１０－２－１　アルファシティ１Ｆ ショッピング

久遠チョコレ－ト札幌 札幌市豊平区 月寒東３条１１－１－２６　ブランチ札幌月寒 ショッピング

ビックリッキー 月寒東店 札幌市豊平区 月寒東３条１８－２－１ ショッピング

活菜旬魚 さんかい 本店 札幌市豊平区 月寒東３条１９ー１３ー１ 飲食店

スーパーエース月寒店 札幌市豊平区 月寒東３条４－２－６ ショッピング
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WORTH HAIR ROOM 札幌市豊平区 月寒東４条９－５－１８ サービス

平和園 蘭豆店 札幌市豊平区 月寒東５条１８－８－６ 飲食店

驚 札幌市豊平区 月寒西１条８－８－１　ガーデンヒルズ月寒中
央　１Ｆ 飲食店

晴れ時々ぱん札幌福住店 札幌市豊平区 福住１条２－８－２０　キャッスル福住９６　
１Ｆ 飲食店

かつや 札幌福住 札幌市豊平区 福住１条４－１１－１８ 飲食店

ELENA・BOSHU 札幌市豊平区 福住２条１－１－２４ サービス

焼肉菜包 朴然 福住店 札幌市豊平区 福住３条４－１－３６ 飲食店

すし乃　なか西 札幌市豊平区 美園１０条５－４－１ 飲食店

ジェイフラッグヘアーデザイン 札幌市豊平区 美園２条６－１－１７ サービス

かつや 札幌美園 札幌市豊平区 美園３条８－５－１５ 飲食店

焼肉 新月苑 札幌市豊平区 美園４条８－１－５ 飲食店

野口水産 札幌市豊平区 美園５条６－１－２０ ショッピング

みずの 札幌市豊平区 美園６条６－３－７ ショッピング

ビックリッキー 美園店 札幌市豊平区 美園７条３－５－１８ ショッピング

Be－COOL7条店 札幌市豊平区 美園７条６－３－３　川上ビル サービス

Be－COOL 美園 札幌市豊平区 美園９条６－３－１０ サービス

産直生鮮市場 西岡店 札幌市豊平区 西岡３条５－５－２ ショッピング

SWEETSLAB 札幌市豊平区 西岡４条１０－３－１ ショッピング

佐藤水産羊ヶ丘通り店 札幌市豊平区 西岡４条３－６－２５ ショッピング

Animo hair 札幌市豊平区 西岡４条７－８－１　チサンマンション西岡　
１０１ サービス

三ツ屋染舗 札幌市豊平区 豊平２条２丁目２－２０ サービス

焼肉徳寿 豊平店 札幌市豊平区 豊平３条１１－２－３２ 飲食店

回転寿しトリトン　豊平店 札幌市豊平区 豊平４条６－１－１０ 飲食店

かつ徳豊平店 札幌市豊平区 豊平４条６－１－１５ 飲食店

ワンスタイル 札幌市豊平区 豊平４条９－２－１ ショッピング

エーナイン ザ・ビッグ豊平店 札幌市豊平区 豊平４条９－３－１　ザ・ビッグ豊平店１Ｆ サービス

梅屋 東光ストア豊平店 札幌市豊平区 豊平６条９－１－１８ ショッピング

米ミヤシタ東光ストア豊平店 札幌市豊平区 豊平６条９－１－１８ ショッピング

Lemon 札幌市豊平区 豊平８条１２－１－６　第５カンダビル１Ｆ サービス

DZマート 枝幸店 枝幸郡枝幸町 新栄町４７６－１ ショッピング

卸売スーパーこしん 枝幸郡枝幸町 新栄町６４０ ショッピング

西條 枝幸店 枝幸郡枝幸町 栄町３０１－１ ショッピング

Aコープ 浜頓別店 枝幸郡浜頓別町 南３条１－２５ ショッピング

マルシェ デ キッチン 根室市 大正町１－３２－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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株式会社 すずき 根室市 大正町１－３２－３ ショッピング

リラィアブルブックス 根室店 書籍 根室市 昭和町４－４７ ショッピング

魚信 根室市 緑町３－２７ ショッピング

回転寿司根室花まる 根室店 根室市 花園町９－３５ 飲食店

回転寿司根室花まる 中標津店 標津郡中標津町 南町３－３ 飲食店

焼肉ダイニング 肉庭 標津郡中標津町 東３条南１－１－１ 飲食店

Aコープ中標津店あるる 標津郡中標津町 東４条南１－１ ショッピング

プロノ 中標津店 標津郡中標津町 桜ヶ丘３－４－１１ ショッピング

Aマートしべつ店 標津郡標津町 川北基線西２ ショッピング

フードセンター ブンテン 江差店 檜山郡江差町 字伏木戸町５６０ ショッピング

オフハウス江別店 江別市 上江別４３０－１０ ショッピング

旬彩鮨 すし笑 江別市 元町９－２２ 飲食店

焼肉 笑山門 江別市 元町９－２２ 飲食店

どんぐり 大麻店 江別市 大麻２１３－２　ジョイフルＡＫ大麻店敷地内 飲食店

カトレア 江別市 大麻中町２６番地１８ ラルズストア大麻駅前店
内 ショッピング

ショウエー大麻北町店 江別市 大麻北町５１９－２　ホクレンショップ大麻北
町店内 ショッピング

シオン 江別大麻店 江別市 大麻栄町８－３８ ショッピング

株式会社宮田屋珈琲大麻店 江別市 大麻桜木町２１－３ 飲食店

焼肉徳寿 野幌店 江別市 幸町１１－２ 飲食店

からやま江別弥生町 江別市 弥生町３５－９ 飲食店

柳月 ビックハウス野幌店 江別市 東野幌本町３４ 飲食店

Hair make A cote 江別市 東野幌町２－２ サービス

えぶり市場 江別市 東野幌町３－３ ショッピング

増田おはぎ 江別市 牧場町１４－１　江別蔦屋書店 飲食店

函館おむすび函太郎 江別市 牧場町１４－１　江別蔦屋書店 飲食店

オッドベーカリー 江別市 牧場町１４－１　江別蔦屋書店 飲食店

メトロクス サッポロ 江別市 牧場町１４－１　江別蔦屋書店 ショッピング

フラワースペースグラベル江別店 江別市 牧場町１４－１　江別蔦屋書店 ショッピング

野菜の駅 江別市 篠津２６２－５ ショッピング

Pasco夢パン工房 野幌店 江別市 西野幌１０７－１ 飲食店

丸二北海商店 江別市 野幌代々木町７７－１ ショッピング

産直生鮮市場 江別店 江別市 野幌代々木町７７－２ ショッピング

プロノ 江別店 江別市 野幌住吉町３７－２－２ ショッピング

かつや 江別野幌 江別市 野幌松並町１－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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美容室RK 江別市 野幌松並町１６－１７ サービス

アジアン食堂 ス－リヤ江別店 江別市 野幌松並町２６－９ 飲食店

とんでん 江別店 江別市 野幌町３－４－７ 飲食店

レストランあおい 江別市 野幌町４１　あおいビル　２Ｆ 飲食店

ALOHALaLa 江別市 野幌町４７－１　エスティトレス　１Ｆ サービス

つぼ八 野幌店 江別市 野幌町５３－１０ 飲食店

SERENDIPITY-RAY 江別市 野幌町６８番地１３ サービス

ポポラマーマ 野幌店 江別市 野幌町８２－３ 飲食店

回転寿しトリトン　江別店 江別市 高砂町２５－３ 飲食店

Aコープびらとり店 沙流郡平取町 本町４０－１ ショッピング

FLマート ごうや 沙流郡平取町 本町５０－１ ショッピング

びらとり和牛直売所 沙流郡平取町 紫雲古津２００－２ ショッピング

富川資材センター 沙流郡日高町 富川北４－１－２ ショッピング

Aコープとみかわルシナ店 沙流郡日高町 富川北４－１－２ ショッピング

焼肉ハウス リン 沙流郡日高町 富川南２－２－２３ 飲食店

ファミリーストアなかじま 河東郡上士幌町 上士幌東２線２３４ ショッピング

大地の匠 河東郡音更町 十勝川温泉北１３－１－１９ 飲食店

焼肉だいじゅ園 木野大通東店 河東郡音更町 木野大通東１１ー２ー４ 飲食店

炭焼居酒屋 山の猿 音更店 河東郡音更町 木野大通東１６ 飲食店

味覚園 音更店 河東郡音更町 木野大通西１４－１ 飲食店

売鮮市場どんどん 音更店 河東郡音更町 木野大通西１５ー２ー４ ショッピング

海鮮 蔵 河東郡音更町 木野大通西７－１ 飲食店

平和園 士幌店 河東郡音更町 豊田西２線７ 飲食店

Aコープ鹿追店 河東郡鹿追町 新町４丁目４０番地 ショッピング

焼肉 KAGURA 河西郡芽室町 東二条１－１－７ 飲食店

平和園 大成店 河西郡芽室町 東芽室南３線 飲食店

JAひだか東 Aコープ荻伏店 浦河郡浦河町 荻伏町４９４－１６ ショッピング

お菓子のほんだ深川店 深川市 ３条１６ 飲食店

美容室materi 滝川市 一の坂町西３－１－３２ サービス

プロノ 滝川店 滝川市 明神町２－１－２４ ショッピング

山根生花店 滝川市 本町１－３－１ ショッピング

焼肉韓菜 まる牛 滝川市 本町２－３－３０ 飲食店

有限会社 フトンノツヅキ 滝川市 本町２丁目１－３１ ショッピング

とらじ 滝川市 本町３－２－６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とっぴ〜北海道滝川店 滝川市 東町１－４８－１２ 飲食店

ジーベック滝川店 滝川市 東町４－９８－１ ショッピング

お菓子のほんだ滝川本館 滝川市 東町５－１－２ 飲食店

生鮮おろし 滝川市 東町８－３００－１ ショッピング

ビックリッキー 滝川店 滝川市 黄金町西１－２－３８ ショッピング

Aコープ いまかね店 瀬棚郡今金町 今金１４１ ショッピング

チューオー 本店 留萌市 錦町３－１－３３ ショッピング

こいぶみ寿し 登別市 中央町２丁目１１－６　 飲食店

牛角 登別店 登別市 富岸町２－１２－１ 飲食店

炭火焼 ブルスタオラムー 登別店 登別市 新生町２－１－４ 飲食店

焼肉太白山 登別店 登別市 新生町２－１９－１９ 飲食店

ジーベック登別店 登別市 新生町３－１０－５ ショッピング

アルファマート新生店 登別市 新生町３－１０－６ ショッピング

やきとり 一平 登別店 登別市 登別東町２－２６－２ 飲食店

BOOKOFFPLUS登別 登別市 若山町４－４１－２ ショッピング

三星 登別若草店 登別市 若草町２－１４－１５ 飲食店

ビレッジストア ラッキー 登別市 鷲別町４－１７－２ ショッピング

BEEF IMPACT 室蘭店 登別市 鷲別町６－３１－１ 飲食店

回転寿し　クリッパー　白老店 白老郡白老町 北吉原１５３ 飲食店

たらこ家虎杖浜 白老郡白老町 字虎杖浜１８５ ショッピング

大漁番屋 虎杖浜 白老郡白老町 字虎杖浜５６－７ ショッピング

スーパーくまがい 白老郡白老町 本町１－９－４１ ショッピング

牛の里 白老郡白老町 栄町１－６－１３ 飲食店

珍味のお店山珍 白老郡白老町 石山９－３１ ショッピング

白老牛の店いわさきご馳走亭 白老郡白老町 社台２７１－５８ 飲食店

焚火ダイニングカフェ ハルランナ 白老郡白老町 若草町２－３　ウポポイ内エントランスＡ棟ハ
ルランナ 飲食店

竹丸渋谷水産 白老郡白老町 虎杖浜１７９－５ ショッピング

株式会社スイコウ 白老郡白老町 虎杖浜２８９－５ ショッピング

サーモンファクトリー店 石狩市 新港東１丁目５４ ショッピング

JAいしかり 地物市場とれのさと 石狩市 樽川１２０－３ ショッピング

ジーベック石狩店 石狩市 樽川３条１－２２ ショッピング

スーパーエース花川店 石狩市 花川南１条６－１６２－１ ショッピング

つぼ八 藤女子大前花川店 石狩市 花川南３条５－２３ 飲食店

鮨爽醇鳥 ひだか 石狩市 花川南９－３－９２－６　イースヴィレッヂ１
Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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浅野農場スマイルポーク 石狩郡当別町 対雁１０ ショッピング

道の駅とうべつ はなポッケ 石狩郡当別町 当別太７７４－１１ ショッピング

蕎麦 福住 石狩郡当別町 樺戸町１０１ 飲食店

砂川ファクトリーショップ 砂川市 北光２３７－６ ショッピング

北菓楼 砂川ハイウェイオアシス館店 砂川市 北光３３６　ハイウエイオアシス館内 飲食店

丸ヨ 石家商店 砂川市 東１条北１－１－１ ショッピング

治田タイヤ 砂川市 空知太東一条１－１－５ ショッピング

お菓子のほんだ 砂川本店 砂川市 西１条北１１－２－２６ 飲食店

北菓楼 本店 砂川市 西１条北１９－２－１ 飲食店

shiro cafe 砂川市 西１条南５－１－４ 飲食店

こびと 磯谷郡蘭越町 湯里４１７－１ 飲食店

Aマートらんこし店 磯谷郡蘭越町 蘭越町１０４ ショッピング

クラーク書店 中央店 稚内市 中央２－１４－１ ショッピング

北の味心竹ちゃん 稚内市 中央２－８－７ 飲食店

郷土料理　車屋・源氏 稚内市 中央２－８ー２２ 飲食店

相沢食料百貨店 稚内市 中央３－５－８ ショッピング

卸売スーパー 中央大壹店 稚内市 中央５－３－１０ ショッピング

ヘアブティックド－ル 稚内市 大黒３－６－２７ サービス

西條 稚内店 稚内市 大黒４－７－１ ショッピング

ショッピングセンター ユアーズ 稚内市 富岡２－１－２１ ショッピング

プロノ 稚内店 稚内市 朝日２－１－１５ ショッピング

フレッシュリ生鮮市場 稚内店 稚内市 朝日５－１１－７ ショッピング

寿し処　へそまがり 稚内市 港４丁目１２－２１　 飲食店

ベストホーム 稚内店 稚内市 潮見４－４－３８ ショッピング

DZマート上富良野店 空知郡上富良野町 本町３－４－３ ショッピング

スーパーセンターBESTOM 中富良野店 空知郡中富良野町 字中富良野東１線北１７号 ショッピング

スーパーマーケットしめまる 紋別市 幸町４－１－１ ショッピング

レストランあんどう 紋別市 幸町５－１－２４ 飲食店

マルカイチ水産 直売店 紋別市 新港町２－１１－７ ショッピング

寿司処みらく 紋別市 本町６－１－９ 飲食店

出 水産 紋別市 港町５－３－２３ ショッピング

DZマート 紋別緑町店 紋別市 緑町４－１５ ショッピング

DZマート 紋別店 紋別市 落石町３－３８－１０ ショッピング

湧別漁業協同組合 直営店 オホーツク湧鮮館 紋別郡湧別町 港町４５－２地先 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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大村菓子舗 紋別郡興部町 興部本町 ショッピング

DZマート 遠軽店 紋別郡遠軽町 大通北４－２－８ ショッピング

回転寿しトリトン　遠軽店 紋別郡遠軽町 大通北７丁目８０ 飲食店

鮨やまし田 網走市 南三条西２丁目５－１　第３ツカサビル１Ｆ 飲食店

YAKINIKU網走ビール館 網走市 南二条西４－１－２ 飲食店

寿し安 網走市 南五条西２－８ 飲食店

SUSHIBAR縁戸 網走市 南四条西１－８－１　第一セゾンビル　２Ｆ－
２ 飲食店

cafe＆cake風花 網走市 呼人１２１－７ 飲食店

焼肉 マルイシ 網走市 駒場北５－８３－１０ 飲食店

肉の田村 網走郡美幌町 大通北４－１２ ショッピング

DZマート 美幌店 網走郡美幌町 稲美８９－７ ショッピング

有限会社トウコウ 網走郡美幌町 高野９２－２９ ショッピング

卸売スーパー 美唄店 美唄市 東２条南１丁目１－１ ショッピング

すぎうらベーカリー 美唄市 美唄１１９２－５ 飲食店

Aコープ びばいコア店 美唄市 西２条南２－５－１ ショッピング

お菓子のほんだ美唄店 美唄市 西２条南３丁目１－２４ 飲食店

DZマート 羽幌店 苫前郡羽幌町 栄町９３－１ ショッピング

回転寿し　クリッパー　しらかば店 苫小牧市 しらかば町６－１８－４ 飲食店

金剛園　maimai亭 苫小牧市 ときわ町６－２２－１ 飲食店

焼肉おうじゅう ときわ店 苫小牧市 ときわ町６－２３－２３ 飲食店

石上車輌 苫小牧店 苫小牧市 三光町２－１－５ ショッピング

焼肉ファクトリー 食道園 新生台 苫小牧市 三光町２－２４－２ 飲食店

しんどう ステイ店 苫小牧市 三光町５－６－４　新生台ファミリープラザス
テイ内 ショッピング

MCフーズ苫小牧店 苫小牧市 元中野町４－１１－５ ショッピング

やき鳥 苫小牧市 光洋町１－５－６ 飲食店

豊勇サービスセンター 苫小牧市 勇払１０－２４ ショッピング

Regalo da J farm 苫小牧市 北栄町１－９－２ 飲食店

三星 沼ノ端店 苫小牧市 北栄町２－２６－２６ 飲食店

Kiitos美容室 苫小牧市 双葉町２－９－６ サービス

苫小牧ホルモン道場 苫小牧市 大成町２－１－５ 飲食店

丸善ストアー 苫小牧市 寿町２－１－２１ ショッピング

ジーベック山手店 苫小牧市 山手町１－２－２ ショッピング

柳月 コープさっぽろパセオ川沿店 苫小牧市 川沿町６－１５－３ 飲食店

アストロプロダクツ 苫小牧店 苫小牧市 幸町１－１－１６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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NONEDGE 苫小牧市 拓勇東町８－１－１ サービス

自遊空間苫小牧店 苫小牧市 新中野町１－１－１０ 飲食店

金剛園　本店 苫小牧市 新中野町３－９－６ 飲食店

ぷちショップ のむら 苫小牧市 新富町１－７－２４ ショッピング

しんどう 苫小牧市 新富町１－８－２４ ショッピング

回転寿し　クリツパー　新富店 苫小牧市 新富町２－３－４ 飲食店

北海道生まれ和食処とんでん 苫小牧店 苫小牧市 新富町２丁目１－８ 飲食店

中華料理八珍玉 苫小牧市 新富町２丁目２－４　 飲食店

オフハウス 苫小牧店 苫小牧市 新開町４－１－３ ショッピング

三星 新開店 苫小牧市 新開町４－２－１８ 飲食店

株式会社総合クリ－ンサ－ビス 苫小牧市 日新町１丁目５－５　 ショッピング

つぼ八苫小牧日新町店 苫小牧市 日新町２－７－２ 飲食店

金剛園　だんらん亭 苫小牧市 日新町２－７－２３ 飲食店

オオミチ 苫小牧店 苫小牧市 日新町５－１－３ ショッピング

季節料理 わかめ 苫小牧市 日新町６－１５－３１ 飲食店

パッケージプラザ AZ 苫小牧 苫小牧市 旭町２－１－２０ ショッピング

三星 中央店 苫小牧市 旭町３－６－１８ 飲食店

かつや苫小牧 苫小牧市 旭町４－８－１２ 飲食店

暖中 苫小牧店 苫小牧市 明野新町１－１ 飲食店

回転寿し　クリッパー　明野店 苫小牧市 明野新町２－１－１９ 飲食店

ジーベック苫小牧東店 苫小牧市 明野新町２－２－１ ショッピング

ドリームホビー 苫小牧市 明野新町５－１７－１６ ショッピング

三星 春日店 苫小牧市 春日町１－１－１７ 飲食店

SALON de RICHE 苫小牧市 春日町３－１１－２１ サービス

金剛園　和み亭 苫小牧市 有明町２－１０－２３ 飲食店

マルキタ家具センター 苫小牧市 有明町２－７－３３ ショッピング

以心伝心 有明店 苫小牧市 有明町２－８－２８ 飲食店

ベビーフェイスプラネッツ　苫小牧店 苫小牧市 木場町１－６－１ 飲食店

業務スーパー 苫小牧店 苫小牧市 本町１－３－２ ショッピング

プロノ 苫小牧東店 苫小牧市 柳町２－３－１ ショッピング

回転寿し　旬楽　柳町店 苫小牧市 柳町２－７－９ 飲食店

焼肉 おうじゅう 苫小牧市 柳町２－７－９ 飲食店

三星 ウトナイ店 苫小牧市 植苗２２７－５ 飲食店

しんどう書店 沼ノ端店 苫小牧市 沼ノ端中央３－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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金剛園　ろまん亭 苫小牧市 沼ノ端中央３－８－１４ 飲食店

ラーメンダイニングぽっぽや 苫小牧市 沼ノ端中央３丁目１５－２０　 飲食店

水彩工房苫小牧西店 苫小牧市 澄川町４丁目２２－２０ ショッピング

蕎麦花 王子町店 苫小牧市 王子町１－１－１６ 飲食店

お宝鑑定館苫小牧店 苫小牧市 糸井１３５－１ ショッピング

三星 本店 苫小牧市 糸井１４１ 飲食店

アルス美原店 苫小牧市 美原町３－１８－２ ショッピング

gladto 苫小牧市 美園町２－２－４ ショッピング

海天丸 苫小牧店 苫小牧市 船見町２－６－８ 飲食店

刺身居酒屋 なか善 苫小牧市 表町２－２－１９ 飲食店

韓焼肉サランバン 苫小牧市 表町２－３－３ 飲食店

三星 駅前店 苫小牧市 表町５－５－６ 飲食店

三星 見山店 苫小牧市 見山町４－１－１ 飲食店

ブックオフ 苫小牧見山店 苫小牧市 見山町４－１－１４ ショッピング

鉄板焼 しのだ 苫小牧市 錦町１－４－１０ 飲食店

以心伝心 錦町本店 苫小牧市 錦町１－４－１４ 飲食店

刺身居酒屋 なか善 別邸 苫小牧市 錦町１－５－１２ 飲食店

創作居酒屋 隠味 苫小牧市 錦町１－５－１５ 飲食店

食道園 錦町店 苫小牧市 錦町１－５－７ 飲食店

ゴーゴー食堂 苫小牧市 錦町１－６－１１　ＮＰＢＬＤ　１Ｆ 飲食店

pub　Old　Fashion 苫小牧市 錦町１丁目５－１５　 飲食店

栄　寿司 苫小牧市 錦町１丁目６－７　 飲食店

苫の蔵 苫小牧市 錦町２－１－７ 飲食店

一鍋 しゃぶしゃぶ しば田 苫小牧市 錦町２－４－２　マルサビル　２Ｆ 飲食店

春夏秋冬 活魚料理 北海 苫小牧市 錦町２－５－７　北海ビル　１Ｆ 飲食店

アニスミュゼ 苫小牧市 青雲町１丁目２３－１５　 サービス

北の玄庵 茅部郡森町 尾白内町９７０－５ 飲食店

マルミ吉田商店 茅部郡森町 森川町３－１ ショッピング

とうかい砂原店 茅部郡森町 砂原西４－２３０－１６ ショッピング

小板商店 茅部郡鹿部町 鹿部９５－３ ショッピング

タージ・マハール アンヌプリ店 虻田郡ニセコ町 字ニセコ４２９－４５ 飲食店

鮨 花吉 虻田郡ニセコ町 富士見６５－１ 飲食店

寿都 魚一心 虻田郡ニセコ町 曽我５１－５ 飲食店

マンドリアーノ 虻田郡ニセコ町 曽我８８８－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とんぼ玉工房 ニセコの風 虻田郡ニセコ町 曽我８８８－１ ショッピング

ニセコ高橋牧場 ミルク工房 虻田郡ニセコ町 曽我８８８－１ 飲食店

レストランプラティーヴォ 虻田郡ニセコ町 曽我８８８－１６ 飲食店

Aマートニセコ店 虻田郡ニセコ町 本通１０５－９ ショッピング

ニセコチーズ工房 虻田郡ニセコ町 近藤４２５－６ ショッピング

Aマート京極店 虻田郡京極町 京極７００ ショッピング

ダイニング＆バー ジャングルブラザーズ 虻田郡倶知安町 北１条西１－２ 飲食店

お菓子のふじい 虻田郡倶知安町 北１条西３－４ ショッピング

Mポケット 虻田郡倶知安町 北３条西１ー１３ ショッピング

インプレッション倶知安店 虻田郡倶知安町 南１１条西１－３７－５　佐々木ビル１Ｆ サービス

あおやま商店 虻田郡倶知安町 南２条西１－１－１４ ショッピング

焼肉大仁門倶知安店 虻田郡倶知安町 南３条東１－１－４ 飲食店

ワーク＆アイ 倶知安店 虻田郡倶知安町 南８条東１－１－７ ショッピング

JOJO’S 虻田郡倶知安町 字山田１７９－５３ 飲食店

ビストロ リ・アルボー 虻田郡倶知安町 山田１３２－１１－３ 飲食店

ステーキ ロッソロッソ 虻田郡倶知安町 山田１６７－６１ 飲食店

ふじ鮨　ニセコ店 虻田郡倶知安町 山田１６７ー７ 飲食店

CAFE CUBANOS 虻田郡倶知安町 山田１７０－１３６ 飲食店

ニセコ山麓ジンギスカン 虻田郡倶知安町 山田１９１－３０ 飲食店

L’ocanda 虻田郡倶知安町 山田７６－１２ 飲食店

ヴィラ ルピシア ブティック 虻田郡倶知安町 樺山５８－１８ ショッピング

レストランルピシアニセコ 虻田郡倶知安町 樺山５８－５ 飲食店

タージ・マハール 倶知安店 虻田郡倶知安町 高砂２２２－８ 飲食店

Aマート喜茂別店 虻田郡喜茂別町 喜茂別２２－５７ ショッピング

Aマート とうや湖店 虻田郡洞爺湖町 旭町３０－３ ショッピング

Bistrante＆BentoKotta 虻田郡洞爺湖町 本町１８５－５ 飲食店

ウロコ 虻田店 虻田郡洞爺湖町 高砂町１９ ショッピング

レストラン マッカリーナ 虻田郡真狩村 緑岡１７２－３ 飲食店

ファミリーショップたにかわ 野付郡別海町 上春別栄町１ ショッピング

Aコープ西春別店 野付郡別海町 西春別駅前西町２７４－１ ショッピング

不二家釧路中園店 釧路市 中園町１０－２ ショッピング

売鮮市場テキサス 入江店 釧路市 入江町１２－１３ ショッピング

佐藤紙店 釧路市 北大通８－１ ショッピング

藤田ストアーまりも店 釧路市 大楽毛西２－２８－３５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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MCフーズ釧路店 釧路市 寿３－４－２ ショッピング

カゼッタイーノ 釧路市 川上町４丁目２－１　ロイヤルシティーコート
１Ｆ 飲食店

ガストーラ 釧路市 愛国東４－６－４　 飲食店

焼肉ごしき苑 釧路市 文苑１－９－９ 飲食店

炭火居酒屋 炎 釧路文苑店 釧路市 文苑４－６５－２　東陽ビル 飲食店

プロノ釧路西店 釧路市 星が浦大通２－５－１０－２ ショッピング

あいちょう星が浦店 釧路市 星が浦大通２－７－１ ショッピング

デンキノエースタカハシ 釧路市 春採１丁目１５－１７ ショッピング

焼肉菜包 朴然 春採店 釧路市 春採７－１－１５ 飲食店

コーチャンフォー 釧路店 ミュージック 釧路市 春採７－１－２４ ショッピング

コーチャンフォー 釧路店 文具 釧路市 春採７－１－２４ ショッピング

コーチャンフォー 釧路店 書籍 釧路市 春採７－１－２４ ショッピング

焼肉菜包 朴然 昭和店 釧路市 昭和中央４－１－７ 飲食店

炭火居酒屋炎 釧路末広店 釧路市 末広町２－１３ 飲食店

焼肉ホルモンくしろ肉酒場 金ちゃん 釧路市 末広町２－３　第十五エ－ワンビルＰｒｅｍｉ
ｕｍ　１Ｆ 飲食店

くしろ都寿司 釧路市 栄町４－９ 飲食店

卸売スーパー相長芦野店 釧路市 芦野１－１－７ ショッピング

ブックオフ 公立大学前店 釧路市 芦野４－１－２ ショッピング

炭焼居酒屋 山の猿 芦野店 釧路市 芦野５－１５－１　芦野ビル　１Ｆ 飲食店

カフェシエスタ 釧路市 芦野５丁目２７－５　 飲食店

ショッパーズ 菱光 釧路市 若松町１－２３ ショッピング

サイクルガレ－ジパズ 釧路市 錦町５丁目１　錦町ユタカビル１階 ショッピング

スーパーヒロセ 鳥取店 釧路市 鳥取大通６－７－７ ショッピング

リラィアブルブックスルート38号店 書籍 釧路市 鳥取大通９ ショッピング

レストラン オズ 釧路市 鶴野１４３－１３ 飲食店

AUBEhairrenata釧路店 釧路郡釧路町 木場１－３－５　木場１丁目貸店舗 サービス

YAKINIKUdining弦－GEN－ 釧路郡釧路町 木場２－１ 飲食店

アストロプロダクツ 釧路店 釧路郡釧路町 桂１－２１ ショッピング

リラィアブルブックス 運動公園通り店 釧路郡釧路町 桂木３－８ ショッピング

焼肉菜包 朴然 運動公園通店 釧路郡釧路町 桂木６丁目２－１ 飲食店

プロノ釧路東店 釧路郡釧路町 睦１－１－４ ショッピング

スーパーヒロセ 睦店 釧路郡釧路町 睦３－１－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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