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［旭川市］

加盟店名 所在地 ジャンル

jungo 旭川市 ３条通６－５１９ 飲食店 JS-0005-1980

お座敷居酒屋大舟 旭川市 ３条通６－右６　　 飲食店 ZN-2000-4718

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 JS-0000-7407

創作和食松 旭川市 ４条通６－３９４　ヨシタケ３号館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9517

2001BarMoonlight 旭川市 ４条通７－９２３－２　米澤第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0798

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 SL-2001-0542

炭焼 焼肉 味亭 旭川市 ６条通１８－８９－６ 飲食店 JS-0000-3462

美食酒場竹 旭川市 旭町２条１４－２９７－２６５　　 飲食店 ZN-0002-6922

e － style 永山パワ－ズ店 旭川市 永山１１条４－１１９　パワーズαビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6386

串処 えびす 旭川市 永山３条２０－５－２　 飲食店 SL-2000-2661

ヤキトリツヨシ 旭川市 秋月２条１－５－２　松本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3139

餃子酒場やをら 旭川市 春光３条９－３－１５　　 飲食店 ZN-0002-2266

なにわ寿司 旭川市 新富２条２－１０－１０ 飲食店 JS-0004-3484

洋食屋くぅふく倉庫 旭川市 神楽２条８－１－１２　 飲食店 SL-2000-3635

旬鮮かぐら 旭川市 神楽３条１２－１－２ 飲食店 JS-0000-2319

くんぷう 旭川市 神楽岡５条４－１－２０ 飲食店 JS-0004-2877

炭火焼肉 悟空伝 旭川市 神楽岡５条７－３－１３ 飲食店 JS-0000-9055

Breeze 大町 旭川市 大町２条３－２１－３９７ 飲食店 JS-0000-7195

エスペリオ 旭川店 旭川市 東旭川町上兵村２４０－８ 飲食店 JS-0001-1445

ガーデン キッチン 旭川市 東光１０条１－３－１２ 飲食店 JS-0005-8164

居酒家ひょうたん 旭川市 東光１１条３－４－９　イーストタウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7565

たきや寿司東光店 旭川市 東光１１条４－４－２５　　 飲食店 ZN-0001-4056

ダイニングプティヴィラージュ 旭川市 東光１９条８－１－２２ 飲食店 JS-0001-2485

二代目鳥波羅蜜 旭川市 東光１条１－３－１５ 飲食店 JS-0002-6590

焼肉楼 ばくだん 旭川市 南６条通１７－３ー１５ 飲食店 JS-0000-3205

炙り居酒屋 縁 旭川市 豊岡１２条６－２－２ 飲食店 JS-0002-7268

HaP CAFE ＆ BAR 旭川市 豊岡４条５－２－６　 飲食店 SL-2000-9203

焼き処勝ちゃん 旭川市 豊岡４条５－２－６　　 飲食店 ZN-0002-9753

江戸一 旭川市 豊岡４条９－２－１１　　 飲食店 ZN-0001-3774

月心庵 旭川市 豊岡５条２－９－１４ 飲食店 JS-0000-9488

寿し処 清浜 旭川市 末広１条６－１－２８ 飲食店 JS-0003-1066

誠鮨 旭川市 末広東１条３－４－５ 飲食店 JS-0002-1684

ドレス＆ダンス ShallweDance 旭川市 ２条通６－６６－１２　ＨＲビル１Ｆ ショッピング SL-2000-1656

DRESSSHOP L’IRIS 旭川市 ２条通６－６６－１２　ＨＲビル２Ｆ ショッピング JS-0005-5363

RUBAN 旭川店 旭川市 ２条通８－左１ ショッピング JS-0001-9707

JENNIC 旭川店 旭川市 ３条通１０－５４９－１　 ショッピング SL-2000-8382

ジョリストーン 旭川市 ３条通１５　三番舘２Ｆ　 ショッピング SL-2000-3221

サロン・ド・グロウ旭川店 旭川市 ４条通７－１５４３－１　４. ７ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-7390

ニコメノストア 旭川市 ６条通８－３６－２９ ショッピング JS-0002-0050

大西時計店本店 旭川市 ６条通８買物公園　 ショッピング SL-2000-9507
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染あとりえ 草創 旭川市 旭岡２－１２－８ ショッピング JS-0004-2699

淳工房 旭川市 旭岡２－８－１　　 ショッピング ZN-0002-8164

le ciel 旭川市 旭神２条４－１２－１７ ショッピング JS-0000-3636

クラクション 旭川市 永山３条１７－３－１ ショッピング JS-0001-0112

マライカバザ－ル 旭川店 旭川市 永山６条５－８－１９ ショッピング JS-0003-2294

マライカバザール旭川店カフェ 旭川市 永山６条５－８－１９ ショッピング JS-0003-2404

パティスリープティ・ボヌール 旭川市 永山７条４－３－１ ショッピング JS-0001-2467

ファクト 旭川市 永山８条５－１－１７　 ショッピング SL-2000-6498

Rootsy 旭川市 永山９条３－１－１９ ショッピング JS-0000-1673

Diddy 旭川市 春光１条８－１－６５　メガドンキホーテ内１Ｆ ショッピング JS-0005-9101

グラース 旭川市 神楽４条１２－１－１ ショッピング JS-0002-2963

有限会社ラブマシーン・フジモト 旭川市 神楽４条３－２－１２ ショッピング JS-0003-0034

ノーザンベーカリー 旭川市 神楽岡２条５－１－１３ ショッピング JS-0000-8676

タイヤショップウェーブ 旭川市 神居３条７－１－２２ ショッピング JS-0001-1899

有限会社ゼニット 旭川市 大雪通５－４９８－９ ショッピング JS-0003-3530

片山デンキ商会 旭川市 大町２条１０－１７３－４４ ショッピング JS-0000-3872

ホームセンター かわかみ 旭川市 大町２条１０－１７３－５８ ショッピング JS-0005-8122

ぶんか書店 旭川大町店 旭川市 大町３条４－２３９７－６ ショッピング JS-0002-9336

ユーズ旭川 旭川市 東旭川町日ノ出１４－３ ショッピング JS-0002-7961

ペンギン調剤薬局 旭川市 東旭川南１条１－２－８ ショッピング JS-0005-1194

柳月 アークス東光店 旭川市 東光１０条７－１－３３ ショッピング JS-0003-5694

ガージーカームワークス 旭川市 東光１３条５－２－２９ ショッピング JS-0005-7777

エヴァンスブライダル 旭川市 東光１条３－１－２ ショッピング SL-2000-7826

ひまわり調剤薬局 旭川市 東光６条３－２－１２ ショッピング JS-0005-1174

HLCGYM 旭川市 東光６条８－５－８　十字屋東光ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6859

トーエー設備 旭川市 東光９条１０－４－８ ショッピング JS-0002-7014

ロデオドライブ 旭川市 豊岡１２条４－３－５－６ ショッピング JS-0000-2342

リサイクル＆リペア 生活館 倉庫センター 旭川市 豊岡１４条８－２－１ ショッピング JS-0000-2518

Wombie Zombie 旭川市 豊岡１条３－２－２０　株式会社システムキューブ ショッピング JS-0000-2978

ルピュア アモール店 旭川市 豊岡３条２－２－１９　ショッピングセンターアモール ショッピング JS-0000-2289

株式会社メディア 旭川市 豊岡４条２－３－１８ ショッピング JS-0004-5216

四季彩 旭川市 豊岡５条４－２－１４ ショッピング JS-0002-7162

フジモリ塗料 旭川市 豊岡８条１－１－１８ ショッピング JS-0001-9650

株式会社はっとり 旭川市 豊岡８条５－６－２ ショッピング JS-0003-8919

ぶんか書店旭川末広店 旭川市 末広東１条６－１－６ ショッピング JS-0002-9652

DecoBee 旭川市 緑町１２－２５５９－１２　ＡＢＣヴィレッジ１Ｆ ショッピング JS-0005-4530

ドッグサロン のん 旭川市 １条通２２－１９７４－１３ サービス JS-0001-6303

Limaasahikawa 旭川市 ２条通８－１４４－２　旭川市二条通ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-4103

T LUXE BEAUTE 旭川市 ２条通８－右２　サンエイビル１Ｆ サービス SL-2000-3762

Dog Salon REMON 旭川市 ３条通１６－右１　 サービス SL-2000-9485

BALICA gryeen 旭川市 ３条通７－左１０　 サービス SL-2000-4676

緑橋調剤薬局 旭川市 ３条通９－１７０４－１　ＴＫフロンティアビル３Ｆ サービス JS-0002-4956

LILIANA 旭川店 旭川市 ４条通１４－９１１ サービス JS-0004-9079

髪細工 旭川市 ６条通１６－７５ サービス JS-0005-4271
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hocco　nails 旭川市 ８条通２４－３５３－１０１　ななかまどオフィス－２０２　 サービス PK-0000-8021

hair works 幻華 旭川市 ８条通７－２４３１－１２　ロータリービル２Ｆ　 サービス SL-2000-0894

hair Andante 旭川市 ９条通１３－２４－２７３ サービス JS-0000-3639

RoseteaGarden Flower 旭川市 旭神１条５－８－２２ サービス JS-0001-1633

SEESAW 旭川市 旭神２条４－１１－１２　　 サービス ZN-0002-4975

ペットハウスわんころ 旭川市 旭町１条２１－２１７０－１１ サービス JS-0002-7081

クラウドヘアーデザイナーズ 旭川市 旭町１条５－８４１－２３ サービス JS-0002-8966

旭町調剤薬局 旭川市 旭町２条４－１２－３０８ サービス JS-0001-6725

有限会社市成ボデー 旭川市 永山１２条２－９－５ サービス JS-0003-4308

P3 PUCKISH 旭川市 永山５条４－６－６ サービス JS-0003-0049

ティーエス企画 旭川市 永山６条８－７－３ サービス JS-0003-5607

アートヘアーライズ アシリ店 旭川市 永山７条７－５－１ サービス SL-2000-2824

BALICA SANCTUARY 旭川市 宮下通７　旭川駅前ビル３Ｆ　 サービス SL-2000-4677

ホワイト急便 春光本店 旭川市 春光１条８－２－１６ サービス JS-0005-2434

ホワイト急便 春光イオン店 旭川市 春光町１０　イオン春光店１Ｆ サービス JS-0005-2933

HAIR FaLuLu 旭川市 神楽５条１１－２－６ サービス JS-0003-5169

ホワイト急便 神楽 GOGO 店 旭川市 神楽５条５－２－８ サービス JS-0005-2803

ウィッシュ 旭川市 神居２条１２－２－１０ サービス JS-0002-2214

グランヘアー 旭川市 神居３条１２－１－１　　 サービス ZN-0001-3830

Blancpain hair 旭川市 神居３条２１－６１－１ サービス JS-0000-7624

ホワイト急便 神居 7 条 1 丁目店 旭川市 神居７条１－２－７ サービス JS-0005-3237

ボディーショップ clubS 合同会社 旭川市 神居町台場２４３－１ サービス JS-0002-1749

カーピット OZ 旭川市 台場２条４－３－１８ サービス JS-0004-1368

グランヘアー大町店 旭川市 大町１条１０－１８１－７１　　 サービス ZN-0001-3712

SO － HO 旭川市 大町１条１－９－４７４ サービス JS-0000-8016

忠和調剤薬局 旭川市 忠和４条５－４－１ サービス JS-0001-8084

ゆーから動物クリニック 旭川市 忠和４条８－３－３ サービス JS-0005-5178

HAIR SALON BIRTH 旭川市 東旭川南１条２－１－３０ サービス JS-0000-4005

HairSalonCARE’LL 旭川市 東光１４条５－５－３９ サービス JS-0003-9097

ヘアー ブラット 旭川市 東光１５条４－１－１４ サービス JS-0003-2615

HAIR STUDIO BRILLER 旭川市 東光１条４－１－６ サービス JS-0000-5309

hair REPS 旭川市 東光２条７－１－１８ サービス JS-0000-6820

Sunny’sAnimalClinic 旭川市 東光５条２－１－１　シャンブル東光１Ｆ サービス JS-0004-1080

オーガニックヘアーサロン ローズマリー 旭川市 東光７条１－２－３１ サービス JS-0000-9388

株式会社デントリペアサービス旭川        旭川市 東光９条９－１－１６ サービス AD-0000-3259

グランヘアー 旭川市 南５条通２２－１９７５－７３　　 サービス ZN-0001-3928

Arrows 旭川市 豊岡１０条７－７－１３ サービス JS-0000-9915

Hair le sucre 旭川市 豊岡１４条５－１－２　 サービス SL-2000-8060

ホワイト急便 動物園通り店 旭川市 豊岡１４条７－４－１ サービス JS-0005-3230

どうぶつ園通り薬局 旭川市 豊岡１４条７－４－４ サービス JS-0003-4168

ホワイト急便 豊岡本店 旭川市 豊岡１条４－４－１８ サービス JS-0005-2663

ソール 旭川市 豊岡１条４－４－２０　倉庫７－２Ｆ　 サービス ZN-2000-2470

マヒカステージ 旭川市 豊岡４条２－２－１７ サービス JS-0001-1923

Snows 旭川市 豊岡４条６－６－１０ サービス JS-0004-4459
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HARE 旭川市 豊岡５条２－４－２　　 サービス ZN-0002-4228

しろくまラボ 旭川市 豊岡６条８－３－５ サービス JS-0004-4815

Lamp － hair lounge 旭川市 豊岡７条１１－１－３ サービス JS-0000-4226

Visage 旭川市 豊岡９条３－４－１８　ｃａｓａ９３Ｃ サービス JS-0003-1569

クリーンスター 錦町通店 旭川市 北門町１５－２１５８－１７ サービス JS-0005-4189

カットハウス 翔 旭川市 末広２条１１－６－４ サービス JS-0001-1290

エム ファクトリー 旭川市 末広東１条１４－１－２６ サービス JS-0001-7388

ロット ヘアー 旭川市 緑が丘３条１－２－４０ サービス SL-2000-4085

イン東京 旭川店 旭川市 緑町２３－２１７４－５１ サービス JS-0000-1867

（有）カトーカメラ店 旭川市 ２条通８－左１　 その他 SL-2000-3450

Pet Super J ＆ J 旭川市 ４条通７－９８３－１ その他 JS-0001-8545

櫂凛（カイリン） 旭川市 ８条７－３４－１２　 その他 SL-2000-4066

PetSuperJ ＆ J 永山店 旭川市 永山２条１６－４－１３ その他 JS-0004-3451

遊ランド 永山店 旭川市 永山２条７－１－４７ その他 JS-0002-7593

アイフォンクリア MEGA ドン・キホーテ旭川店 旭川市 春光１条８－１－６５　ＭＥＧＡドン・キホーテ旭川店２Ｆ その他 SL-2001-1524

DOG WAN 旭川市 春光台４条３－９－１２ その他 JS-0001-2871

酒商 うさぎ屋 旭川市 神楽１条１０－４－１１ その他 SL-2001-0040

ドックコミュニティ Going Merry 旭川市 西神楽１線５－６７－４６ その他 JS-0000-2817

ステンドグラスアトリエ デシモーネ 旭川市 東光１６条５－４－９　 その他 SL-2000-1098

e － style 南 6 条店 旭川市 東光７条１－５－１０ その他 JS-0002-7648

肉のさすけ 旭川市 豊岡２条５－３－６　 その他 SL-2000-7599

アクアショップ フレンド 旭川市 豊岡４条１－２－１６ その他 JS-0000-8165

AG レンタカー 旭川店 旭川市 末広２条１２－７－８　 その他 SL-2000-9295


