
1 2020/8/27

［函館市］

加盟店名 所在地 ジャンル

エクセレント 函館市 宇賀浦町５－２０　ハイツシーブリーズ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4084

焼肉番長 花園店 函館市 花園町９－１２ 飲食店 JS-0005-7648

焼肉番長 亀田港店 函館市 亀田港町５８－１ 飲食店 JS-0005-7650

名前はまだ無い。 函館市 亀田町１４－１ 飲食店 JS-0002-6748

イタリアンカッフェ くさなぎ 函館市 亀田町１６－２２ 飲食店 JS-0000-9392

炭火焼ジンギスカン 羊年 函館市 亀田本町２９－２５ 飲食店 JS-0001-5409

UV カフェ 函館市 亀田本町３－２０ 飲食店 JS-0003-0549

居酒屋食堂さわ 7 函館市 亀田本町５３－６ 飲食店 JS-0001-5363

季節居酒屋ひろべ 函館市 桔梗町４１８－２１２　　 飲食店 ZN-0002-4772

中華料理 李太白 函館市 宮前町３０－２ 飲食店 JS-0005-5925

鮨処 しん善 函館市 駒場町１１－１５ 飲食店 JS-0001-7560

チャイナテイブル 北斗星 函館市 元町２０－１７ 飲食店 JS-0002-7459

Lela 函館市 五稜郭町２５－１２ 飲食店 JS-0005-9973

炭火割烹菊川 函館市 五稜郭町３２－１９　久米センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0821

アクシス 函館市 五稜郭町３５－１ 飲食店 JS-0001-0848

二代目佐平次 函館市 五稜郭町４－１３　五洋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0255

旬花五稜郭タワー店 函館市 五稜郭町４３－９　五稜郭タワー２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3500

函館朝市栄屋食堂 支店 函館市 若松町１１－４ 飲食店 JS-0005-0607

函館朝市栄屋食堂 本店 函館市 若松町１１－４ 飲食店 JS-0005-0608

函館朝市栄屋 函館市 若松町１１－４ 飲食店 JS-0005-1158

箱館ジンギスカン本店 函館市 若松町１２－８ 飲食店 JS-0005-8634

海峡海味鮨 函館市 若松町１２－８ 飲食店 JS-0005-9654

串山串蔵 函館市 若松町１７－９　　 飲食店 ZN-0001-4159

はこ民食堂 函館市 若松町１８－１ 飲食店 JS-0000-7340

はる鮨 函館市 若松町１８－１７　　 飲食店 ZN-0001-4112

浜焼きベイベ－ 函館市 若松町１８－２２ 飲食店 JS-0002-0919

冨紗家大門店 函館市 若松町１８－２２　　 飲食店 ZN-0001-3605

いか太郎 函館市 若松町１８－２３ 飲食店 JS-0000-6154

大衆居酒屋魚さんこ 函館市 若松町１９－３　　 飲食店 ZN-0001-3553

鮨 一路 函館市 若松町２０－１０　ひさごビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5513

うに むらかみ 函館駅前店 函館市 若松町７－１ 飲食店 JS-0005-9005

居酒屋大漁旗 函館市 若松町７－１７　　 飲食店 ZN-2000-5510

函館ダイニング雅家 函館市 若松町８－１４ 飲食店 JS-0001-2637

すしの鮮昇 函館市 若松町９－１５　どんぶり横丁市場内 飲食店 JS-0003-5498

寿し輝 分店 函館市 昭和１－１－２１ 飲食店 JS-0000-9555

じゅげむ堂 函館市 昭和２－３７－１５ 飲食店 JS-0004-6453

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 JS-0001-0086

海鮮料理炭火焼まるよし 函館市 松陰町２４－１８ 飲食店 JS-0002-1710

炭火串焼やまと函館広小路店 函館市 松風町１０－５ 飲食店 JS-0003-5707

CAMP5 函館市 松風町１０－６　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5634
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大門福寿し 函館市 松風町１５－２　　 飲食店 ZN-0001-3492

かき小屋昇光丸 函館市 松風町１５－４ 飲食店 JS-0002-7158

さかえ寿し高砂通り店 函館市 松風町２０－５　　 飲食店 ZN-0001-4121

グランポルト 凾館 函館市 松風町２－８　大門ビル７Ｆ 飲食店 JS-0004-2283

魚一心 函館市 松風町３－１１　　 飲食店 ZN-0001-3614

やきとりおでんの寿楽 函館市 松風町４－１７　　 飲食店 ZN-0001-3985

みんなの家居酒屋すずや 函館市 松風町６－１１ 飲食店 JS-0002-0986

いかり屋 函館市 松風町６－１１　キャピトルビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0757

マルカン海がき本店 函館市 松風町６－１４　　 飲食店 ZN-0001-3524

いか太郎 2 号店 函館市 松風町７－１ 飲食店 JS-0003-0113

函館駅前酒場 函館市 松風町７－２ 飲食店 JS-0005-6293

まるは商店 函館市 松風町７－６ 飲食店 JS-0004-2035

居酒屋 根ぼっけ 函館市 松風町８－１９ 飲食店 JS-0000-2244

ジンギスカン函館吉田 函館市 松風町８－６ 飲食店 JS-0004-4526

大文字 函館市 杉並町２０－４１ 飲食店 JS-0002-4128

ら～めん若大将 西桔梗本店 函館市 西桔梗町８４９－１０ 飲食店 JS-0005-5927

旬鮮酒家桜路 函館市 青柳町２４－１　　 飲食店 ZN-2000-4159

そば処まる吉 函館市 千歳町２３－８ 飲食店 JS-0004-7289

寿し翔 函館市 千代台町２９－１７ 飲食店 JS-0002-2193

マルヤマ商店 食堂 函館市 大手町２２－２ 飲食店 JS-0002-4869

カフェ＆ダイニング LITT 函館市 大手町３－８ 飲食店 JS-0003-6118

cafe ＆ deli MARUSEN 函館市 大手町５－１０　ニチロビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3677

Cafe 谷地坂 函館市 谷地頭町３１－２ 飲食店 JS-0005-7733

鮨処あうん亭光 函館市 中島町３６－１６ 飲食店 JS-0004-7989

ラムズイヤー 函館市 中島町３８－１１ 飲食店 JS-0004-6694

旬のめぐみ屋 函館市 中道２－８－２ 飲食店 JS-0004-4363

箱館ジンギスカン 五稜郭店 函館市 田家町７－２４ 飲食店 JS-0005-5820

焼肉 大門 函館市 東雲町１８－５ 飲食店 JS-0001-2813

大寿し 函館市 湯川町１－１６－１２　　 飲食店 ZN-0001-4171

函館あかちょうちん 湯川店 函館市 湯川町１－２７－２ 飲食店 JS-0002-9356

居酒屋まつもと 函館市 湯川町１－２８－４ 飲食店 JS-0004-2657

寿蘭 函館市 湯川町１－４１－９ 飲食店 JS-0001-9674

グリル塩豚 函館市 湯川町１－９－１５ 飲食店 JS-0005-2450

グリル塩豚 函館市 湯川町１－９－１５ 飲食店 JS-0005-9100

中華レストラン 杏梨 函館市 湯川町２－７－２ 飲食店 JS-0004-4814

ドラゴン厨房雅龍日吉店 函館市 日吉町３－５－４　　 飲食店 ZN-0001-4067

そばと酒 柏木町三貞 函館市 柏木町７－３２　 飲食店 SL-2001-0368

ダイニング こまつ 函館市 美原３－２１－２９ 飲食店 JS-0001-1438

旬菜旬魚たじま 函館市 美原３－３８－３　　 飲食店 ZN-2000-6949

居酒屋夢ら家 函館市 富岡町１－５２－１４ 飲食店 JS-0005-1973

あっとほーむだいにんぐ TAKEDA 屋 函館市 富岡町２－４９－２４ 飲食店 JS-0000-4107

CORKBOX 函館市 富岡町３－２６－１４　　 飲食店 ZN-0001-4169

山久あさり 函館市 宝来町１０－１１ 飲食店 JS-0001-3213

麺厨房 あじさい 紅店 函館市 豊川町１２－７　函館ベイ美食倶楽部 飲食店 JS-0000-8439
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ジンギスカン羊羊亭 函館市 豊川町１２－８　函館ベイ美食倶楽部 飲食店 JS-0000-4115

ら～めん若大将 北美原別邸 函館市 北美原１－５－１ 飲食店 JS-0005-5921

味処鮨金分店 函館市 本町１０－３　　 飲食店 ZN-2000-1339

Anoi 函館市 本町１１－１４　エヌビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8804

旬の味 ご馳走亭 函館市 本町１１－８ 飲食店 JS-0000-6165

モランボン本町店 函館市 本町１２－８　伊藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3994

バー女神 函館市 本町１－３３　スターパレス２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-1196

GRAPHIC’S 函館市 本町１－３５　ぎおんビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3711

SHUGAR 函館市 本町１－３５　第１Ｈ・Ｉビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3867

ダイニングバー煙が目にしみる 函館市 本町１－３９ 飲食店 JS-0003-7959

カウンターバー シノン 函館市 本町１－４２　シノン館１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4070

すきやき しゃぶしゃぶ 牛兵衛 函館市 本町１－４４ 飲食店 JS-0003-7221

鮨処たく磨 函館市 本町１６－５ 飲食店 JS-0005-0046

鮨竹亭 函館市 本町１７－１ 飲食店 JS-0004-4301

BarCalon 函館市 本町１７－１３　第１ＬＣ館 飲食店 AD-0000-0199

和酒屋 みやび 函館市 本町１８－１８ 飲食店 JS-0003-5571

BARNECTARIS 函館市 本町１８－２１　拾八番街ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3953

陣屋三与右衛門 函館市 本町１８－２２　　 飲食店 ZN-0001-3919

New パラダイス 函館市 本町１８－２３　新五稜街ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1461

BAR 季夕 函館市 本町２－１０　ジュエリービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0495

海鮮処函館 夜市 函館市 本町２－１２　 飲食店 SL-2000-6745

kitchen 伊ときゅう 函館市 本町２－１３ 飲食店 JS-0001-2205

和×燻製 輝なり 函館市 本町２１－６ 飲食店 JS-0005-9963

郷土風味魚来亭 函館市 本町２２－１１　　 飲食店 ZN-0001-3621

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 SL-2000-5157

鉄板焼 五稜郭 函館市 本町２２－２８ 飲食店 JS-0001-5482

炭火亭 函館市 本町２２－２８ 飲食店 JS-0003-1657

ビースウィート 函館市 本町２－３　アルファービル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0795

ダイニング SURF 函館市 本町２３－１ 飲食店 JS-0004-5016

いか政 函館市 本町２５－１３　五稜郭ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0329

鮨処ひろ季 函館市 本町２６－１７　ホテルネッツ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3474

はこだて食道楽彦一 函館市 本町２６－１８ 飲食店 JS-0005-9596

根 五稜郭店 函館市 本町３１－１７　ＭＡＭＵビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5700

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 ZN-0001-3648

あかり 函館市 本町３－１７ 飲食店 JS-0003-2723

旬味鹿六 函館市 本町３１－８　池垣ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2249

あきない酒場 函館市 本町３２－１ 飲食店 JS-0005-2405

お台所と金 函館市 本町３２－１　清野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4164

鯉之助 函館市 本町３２－１１ 飲食店 JS-0000-8687

いか次郎 函館市 本町３２－１１ 飲食店 JS-0001-1306

DINING EN 函館市 本町３２－１１　２Ｆ 飲食店 JS-0001-9793

清寿司五稜郭 函館市 本町３２－１２　　 飲食店 ZN-0002-5373

北海道しゃぶしゃぶポッケ函館店 函館市 本町３２－１３　第４ＬＣ館２Ｆ 飲食店 JS-0004-4895

酒 KURE 函館市 本町３２－４　　 飲食店 ZN-0001-3672
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肉と牡蠣 函館市 本町３２－６　１Ｆ 飲食店 JS-0004-1977

ダルタニャンと三銃士 函館市 本町３２－７ 飲食店 JS-0004-8478

やきとり酒場 夕焼けハイボール 函館市 本町３２－８　１Ｆ 飲食店 JS-0005-0456

実菜 函館市 本町３－３　光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7991

箱館 たぐ家 函館市 本町３３－７ 飲食店 JS-0000-6091

金久 函館市 本町３３－７ 飲食店 JS-0005-9413

寿々半 函館市 本町３４－１６ 飲食店 JS-0005-2372

Shamballa 函館市 本町３４－７　第２錦ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7386

コルツ 函館市 本町４－１０ 飲食店 JS-0005-0005

クーズ 函館市 本町４－１１ 飲食店 JS-0002-4564

いか太郎 函館市 本町４－１５ 飲食店 JS-0000-4326

いかさぶろう 函館市 本町４－１６ 飲食店 JS-0002-1133

すし蔵 函館市 本町４－２１ 飲食店 JS-0000-2169

マルケン酒場 函館市 本町４－２２　ＹＳ本町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4792

evit 函館市 本町４－２２　ＹＳ本町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0084

地元家 函館本店 函館市 本町５－１６ 飲食店 JS-0004-0427

旬酒肴 兎月 函館市 本町５－１８　第７ＫＨビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7385

サザン食堂 函館市 本町６－１１ 飲食店 JS-0005-2181

sweetsandbarU － 1 函館市 本町６－１６　キングスランド２Ｆ 飲食店 JS-0003-3793

シャトー・ド・ラ・ポンプ 函館市 本町７－２２ 飲食店 JS-0000-6474

Dining Bar N 函館市 本町７－２３　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5812

函館開陽亭本店 函館市 本町７－５　 飲食店 ZN-0001-3578

鉄板焼 北風 函館市 本町８－２０　みつわビル５Ｆ 飲食店 JS-0001-8409

Light Bar Game 函館市 本町９－１４　マルサビル４Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0030

しゃぶしゃぶ阿佐利 函館市 本町９－２４　　 飲食店 ZN-0001-3516

居酒屋 花鳥風月 函館市 本町９－２８ 飲食店 JS-0001-4051

万代や 函館市 本通２－１３－２６ 飲食店 JS-0001-9347

イタリアンゴーゴー 函館市 末広町１３－２０　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6016

海のダイニング しろくま 函館市 末広町２４－２２ 飲食店 JS-0000-9136

蔵や 函館市 末広町７－７ 飲食店 JS-0002-8602

蔵や 函館市 末広町７－７ 飲食店 JS-0005-3983

鮨処末広美な味 函館市 末広町９－５　　 飲食店 ZN-0001-3659

いこい 函館市 梁川町１８－１０ 飲食店 JS-0005-6835

かぜまち軒 函館市 梁川町１８－１０　　 飲食店 ZN-2000-2458

とき田 函館市 梁川町１８－１４ 飲食店 JS-0000-3233

SHIKINA 函館ダイニング 函館市 梁川町１８－１４　 飲食店 SL-2000-7477

寿司と Y シャツとお肉 あるて 函館市 梁川町１８－１８ 飲食店 JS-0005-9379

貝鮮こはく 函館市 梁川町１８－２０ 飲食店 JS-0001-6945

BARZERO 函館市 梁川町１８－２０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0915

肉酒場 夕焼けハイボール 函館市 梁川町１８－２１ 飲食店 JS-0003-7277

バーチョイス 函館市 梁川町１８－２３　１Ｆ　梁川ビル　 飲食店 ZN-2000-1241

matsu 函館市 梁川町１８－３　ハイルックビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7275

ショットバー皐月 函館市 梁川町１８－３　天地人ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2328

Daisy 函館市 梁川町１９－１０　３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-0196
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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 ZN-0001-3464

福乃舎 函館市 梁川町１９－１４　ボーマンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3990

鮨処かん藤 函館市 梁川町２２－２　　 飲食店 ZN-0001-3476

道南食糧工業 函館市 栄町２－７ ショッピング JS-0005-9488

明邦商会 函館市 亀田港町１－４ ショッピング JS-0003-2719

家具の北日本 函館市 亀田港町３－１ ショッピング JS-0005-2418

総合リサイクルセンター 生活工房 函館市 亀田港町３９－１６ ショッピング JS-0003-2708

四季海鮮旬花お届け料理厨房 函館市 亀田町１－１０　 ショッピング ZN-0001-3508

Angelica 函館市 亀田本町３－２４ ショッピング JS-0000-2148

華うつわ KANDA 函館市 亀田本町６１－１４　 ショッピング SL-2001-0226

くるま屋まん函館 函館市 桔梗１－１－１２ ショッピング JS-0005-3248

グレイスコンタクト 函館市 桔梗３－２３－１６ ショッピング JS-0001-4212

柳屋コープ 桔梗店 函館市 桔梗４－３５－２５ ショッピング AL-0000-0026

酒のやまはち 函館市 宮前町９－１５－１ ショッピング JS-0003-7318

GALLERY 村岡 函館市 元町２－７ ショッピング JS-0005-8304

イリュージョン デコール 函館市 元町３０－２５　イリュージョンビル１Ｆ ショッピング JS-0001-5661

柳屋スーパーアークス 戸倉店 函館市 戸倉町２６３－１ ショッピング AL-0000-0027

茶和々 函館五稜郭店 函館市 五稜郭町２９－１８ ショッピング JS-0005-0613

五稜郭病院売店 函館市 五稜郭町３８－３ ショッピング JS-0005-4047

前側石油 広野町ステーション 函館市 広野町３－１ ショッピング JS-0003-9342

ミスタータイヤマン 函館港店 函館市 港町１－１５－４ ショッピング JS-0001-4048

HUG FLOWER’S 函館店 函館市 港町１－２－１　スーパーアークス港町店内 ショッピング JS-0002-8596

エンパイアースーパーアークス港町店 函館市 港町１－２－１　スーパーアークス港町店内 ショッピング JS-0003-4436

THE GreenTara 函館店 函館市 港町１－２－１　ポールスターショッピングセンター１Ｆ ショッピング JS-0001-7758

エーナイン 函館ポールスター店 函館市 港町１－２－１　ポールスターショッピングセンター１Ｆ ショッピング JS-0003-1934

Kamell 函館市 港町１－２－１　ポールスターショッピングセンターＢ棟 ショッピング JS-0004-9833

メガネスマイルポールスター店 函館市 港町１－２－１　ポールスター内 ショッピング JS-0003-3699

柳屋スーパーアークス港町店 函館市 港町２－２－１ ショッピング JS-0005-5354

シーズン 函館市 高松町３３２－１０ ショッピング JS-0000-4503

柳屋コープ山の手店 函館市 山の手２－１８－１ ショッピング JS-0005-5094

カーショップヨモギ 函館市 山の手２－９－２３ ショッピング SL-2000-7291

信幸どんぶり屋 函館市 若松町１１－１６ ショッピング JS-0001-7220

名食支店 函館市 若松町１１－７ ショッピング JS-0000-5427

（株）山松 松岡商店 函館市 若松町１４－１０　函館ツインタワー１Ｆ ショッピング SL-2000-4404

ニコル セレクト 函館市 若松町１６－１０　函館駅前ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-7538

インデペンデンスストア 函館市 若松町１６－１０　函館駅前ビル３Ｆ ショッピング JS-0004-6773

BK：KIDS 函館市 若松町１６－１０　函館駅前ビル３Ｆ ショッピング JS-0004-8279

有限会社山三道下商店 函館市 若松町９－１６ ショッピング JS-0001-6428

函館カネニ 駅二店 函館市 若松町９－１９　駅二商業協同組合内　 ショッピング SL-2000-3629

函館マルヨ 函館市 若松町９－２ ショッピング JS-0003-4703

福田商店 函館市 若松町９－２４ ショッピング JS-0005-2425

カネニ藤田水産 直売店 函館市 若松町９－２４　 ショッピング SL-2000-1449

函館カネニ 朝市店 函館市 若松町９－７　 ショッピング SL-2000-3402

亀田本院病院売店 函館市 昭和１－２３－１１ ショッピング JS-0005-3981
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センチュリーペット函館店 函館市 昭和１－２４－１６ ショッピング JS-0005-2023

オーディオショップマロ 函館市 昭和３－３１－２０ ショッピング AD-0000-0725

PICK － UP 函館市 昭和３－３４－１０ ショッピング JS-0002-4534

函館バス商会株式会社 函館市 昭和３－３５－１８ ショッピング JS-0001-3147

オートラッシュ 函館市 昭和４－３０－１４ ショッピング JS-0001-8685

カープロデュース ローリン 函館市 昭和町１７－１１ ショッピング JS-0000-8697

ドゥニコ 函館市 松風町１－６ ショッピング JS-0004-7562

VILLAGE ＆ CO 函館市 松風町２－９ ショッピング SL-2000-9830

SODAPOP 函館市 松風町６－１８ ショッピング JS-0001-4252

照井鮮魚店 函館市 新川町１－２ ショッピング JS-0005-3900

（有）米塚商店 函館市 新川町１－２ ショッピング JS-0005-4307

カネカ神垣鮮魚店 函館市 新川町１－２　自由市場内 ショッピング JS-0002-1088

ぱんの店　ひだまり 函館市 神山３－２－２　　 ショッピング PK-0000-8227

Direct Import Select Shop CREA（ダイレクト インポート セレクト ショップ クレア） 函館市 人見町５－１　 ショッピング SL-2000-2925

柳屋コープひとみ店 函館市 人見町８－１ ショッピング JS-0005-5357

お花のマーケット杉並花市 函館市 杉並町２１－１５　　 ショッピング ZN-0002-9708

ナクレ 函館市 西桔梗町８５７－７ ショッピング JS-0001-7398

チッチョ パスティッチョ 函館市 石川町　３１６－５ ショッピング SL-2000-0896

わんはーと 函館市 石川町１２３－２２ ショッピング JS-0004-1956

亀田北病院売店 函館市 石川町１９１－４ ショッピング JS-0005-4128

un jour 函館市 石川町３５０－２１　カサデクエルノ２－１Ｆ右 ショッピング JS-0001-3094

柳屋コープいしかわ店 函館市 石川町４５７－２ ショッピング JS-0005-5353

ベルパーツショップ 石川店 函館市 石川町６０－５ ショッピング JS-0005-4001

パティスリーバイゲツ 函館市 赤川１－４－１６ ショッピング JS-0005-0298

SA．KU．RA 函館市 千歳町２０－７　アートビュー千歳７Ｆ ショッピング JS-0004-0574

U － TOPIA SURF GARAGE 函館市 千歳町５－４ ショッピング JS-0001-7855

こばやし生花店 函館市 川汲町１３５９－１ ショッピング JS-0005-5187

国立函館病院売店 函館市 川原町１８－１６ ショッピング JS-0005-4026

ナカシマ 函館市 大手町２０－１１ ショッピング JS-0005-5901

藤井一郎商店 函館市 大手町２１－６　　 ショッピング ZN-2000-2934

はこだて浪漫館 函館市 大手町２２－２　サクラ観光市場内 ショッピング JS-0001-2593

梅澤工房 函館市 大手町８－１１ ショッピング JS-0002-3855

柳屋コープかじ店 函館市 鍛治２－２１－１５ ショッピング JS-0005-5116

日本一金物店 中島店 函館市 中島町４－１３ ショッピング JS-0002-4834

函館おたふく堂 函館市 中道１－２２－５　コーポなかの１Ｆ ショッピング SL-2000-3898

ガモウ　函館営業所 函館市 中道２－３７－８　マンションハ－ベスト１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8661

アクアスポーツ 函館市 的場町１８－１２ ショッピング JS-0005-0809

サポートグラス 函館市 田家町１４－３０ ショッピング JS-0000-8918

Lug 函館市 田家町７－１０　２Ｆ ショッピング JS-0002-7234

ヴィサージュ支店 函館市 湯川町１－２－３７　ホテル平成館しおさい亭４Ｆ ショッピング JS-0001-4985

函館渡辺病院売店 函館市 湯川町１－３１－１ ショッピング JS-0005-3678

函館渡辺カフェコア 函館市 湯川町１－３１－１ ショッピング JS-0005-4455

柳屋コープ湯の川店 函館市 湯川町１－３４－１５ ショッピング JS-0005-5189

グラスイズム コープさっぽろ湯川店 函館市 湯川町１－３４－１５　コープさっぽろ湯川店３Ｆ ショッピング JS-0001-6105
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ロングウォーク 函館市 湯川町１－４１－１０　ＴＩＵビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6795

ソフトバンク湯の川 函館市 湯川町２－１８－１１ ショッピング JS-0005-8362

銀月 函館市 湯川町２－２２－５ ショッピング JS-0005-8462

ナチュラルハーモニーハウス 函館日吉店 函館市 日吉町２－１－３１　コーポ日吉ヶ丘１ ショッピング JS-0003-4621

grandir 函館市 柏木町２－２５ ショッピング JS-0002-2078

フォトコネクト 函館市 柏木町３９－１ ショッピング JS-0001-5632

ColleCtion － yooKo － 函館市 白鳥町１－２ ショッピング JS-0004-0752

ブティックエコー ドンキホーテ函館店 函館市 美原１－７－１ ショッピング JS-0004-7869

DESIGN ＋函館店 函館市 美原１－７－１　ＭＥＧＡドン・キホ－テ函館店内１Ｆ　 ショッピング PK-0000-0019

チェシル 函館市 美原１－７－１　ドン・キホーテ１Ｆ ショッピング JS-0005-4288

ギフトプラザオスカー 函館市 美原１－７－１　メガドンキホーテ店内Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0005-8351

柳屋ビッグハウスアドマーニ美原店 函館市 美原３－１３－１５ ショッピング JS-0005-5095

グラスイズム アドマーニ美原店 函館市 美原３－１３－１５　ビッグハウスアドマーニ店内 ショッピング JS-0001-6104

メガネ館 函館市 美原３－２１－１４ ショッピング JS-0000-4162

日本一金物店 美原店 函館市 美原３－２５－１１ ショッピング JS-0002-4833

インターロック美原 函館市 美原４－３７－１８ ショッピング JS-0002-5495

有限会社上原 函館市 富岡町２－１８－１３ ショッピング JS-0001-7171

学生専科トンボ 函館市 富岡町３－２３－５　北斗ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-6339

ひし伊 函館市 宝来町９－４ ショッピング JS-0000-8455

キャラクタヤ 函館店 函館市 豊川町１１－５　ベイはこだて１号館 ショッピング JS-0004-4832

シングラーズ 函館市 豊川町１１－５　金森赤レンガ倉庫ＢＡＹはこだて ショッピング JS-0001-0627

マライカ函館店 函館市 豊川町１１－５　金森赤煉瓦倉庫ＢＡＹはこだて ショッピング JS-0001-6558

藤本時計店 函館市 本町２８－２３　　 ショッピング ZN-0001-4082

うちやま薬局 函館市 本町３０－２５ ショッピング AL-0000-0048

むさしや 函館市 本町３１－１１ ショッピング JS-0002-5023

気まぐれ婦人 函館市 本町３１－１８ ショッピング JS-0005-4317

コモディータ・ディ・コムト函館 函館市 本町３１－３ ショッピング JS-0000-8144

メガネ工房パレット 函館市 本町３１－３－１０４ ショッピング JS-0000-8331

牛かつ稲家 お弁当 函館市 本町７－２３ ショッピング JS-0004-0299

牛かつ稲家 函館市 本町７－２３ ショッピング JS-0004-0438

Deep Black 函館市 本通１－３０－１５ ショッピング JS-0004-7446

石美屋 函館市 本通１－４－２７ ショッピング JS-0003-8103

ヨシダコンタクトレンズセンター 函館市 本通２－３１－８ ショッピング JS-0000-4203

ごま福堂 函館店 函館市 末広町１３－９　金森洋物館内 ショッピング JS-0004-4833

武将館 函館店 函館市 末広町１３－９　金森洋物館内 ショッピング JS-0004-4836

Dr．HEMINGGRAND’PA 函館市 末広町１３－９　金森洋物館内 ショッピング JS-0005-5012

インポートラブカ 函館市 末広町１３－９　金森洋物館内 ショッピング JS-0005-8617

金森洋物館プティト・フルール 函館市 末広町１３－９　金森洋物館内 ショッピング JS-0005-8618

布遊舎 函館店 函館市 末広町１４－１６　函館ヒストリープラザ内 ショッピング JS-0004-4834

遊膳 函館店 函館市 末広町１４－１６　函館ヒストリープラザ内 ショッピング JS-0004-4835

函館 せんべい 函館市 末広町１４－１６　函館ヒストリープラザ内 ショッピング JS-0005-5385

Mi・Casa 函館市 末広町２０－６　もとい坂フラット１Ｆ ショッピング SL-2000-9617

LOFT 函館市 末広町４－１１ ショッピング JS-0002-4966

Make － shop HIROMI 函館市 末広町５－１４　アクロス十字街 ショッピング JS-0002-7547
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はこだて工芸舎 函館市 末広町８－８ ショッピング JS-0000-8680

プリザ＆フラワー ムニュムニュ 函館市 万代町１４－３８ ショッピング JS-0003-2850

はこだて柳屋 函館市 万代町３－１３ ショッピング JS-0000-1358

オスカ商会 函館市 万代町９－１ ショッピング JS-0003-1263

きものサロンかさね 函館市 梁川町２０－２７ ショッピング JS-0003-9583

MINGLE 函館店 函館市 花園町１－１５ サービス JS-0000-1514

レインボー薬局 港店 函館市 亀田港町３９－１ サービス JS-0000-6332

OZ × hairfactory 函館市 亀田本町３４－４ サービス JS-0001-4827

エンパイアー函館支店 函館市 亀田本町６３－３ サービス JS-0003-4427

エンパイアー 五稜郭駅前店 函館市 亀田本町６３－３ サービス JS-0003-4429

ロハスヘアーアンジェ 函館市 桔梗１－２－３ サービス JS-0001-5074

アピアスタイルアンジェ 函館市 桔梗３－３０－１０　　 サービス ZN-2000-7217

北洋舎クリーニング桔梗 3 丁目店 函館市 桔梗３－３０－１２ サービス JS-0005-4568

美容室ノールシュドスコール 函館市 桔梗５－１４－５１ サービス JS-0004-2562

Rita 函館市 桔梗町４１８－４０９ サービス JS-0000-7484

岡田モータース 函館市 桔梗町５８－１３ サービス JS-0003-1860

レインボー薬局 宮前店 函館市 宮前町１１－２１ サービス JS-0000-5195

イン東京 函館店 函館市 港町１－１１－１８　函館港町ビル１Ｆ－１０１ サービス JS-0000-8677

100 円レンタカー函館店 函館市 港町１－３３－２８ サービス JS-0003-6485

LOFT 函館市 港町３－２－１１ サービス JS-0000-8341

HDC レンタカー函館空港前店 函館市 高松町５６９－１８ サービス JS-0001-2437

ホンダレンタリース函館 函館空港前営業所 函館市 高松町５６９－３８ サービス JS-0000-1005

Class’e Hair 函館市 山の手１－１－８ サービス JS-0003-2621

MIEUXS 函館市 昭和１－１－１８ サービス JS-0001-9349

CALIF hair store 函館市 昭和１－２４－２０ サービス JS-0005-8110

エンパイアーホクレン昭和店 函館市 昭和１－２９－２　ホクレンショップ函館昭和店内 サービス JS-0003-4432

美容室 ボーイッシュ 函館市 昭和１－２９－７　昭和タウンプラザＡ館 サービス JS-0000-8318

KOOKAi hair works 函館市 昭和２－１８－７ サービス JS-0001-6045

HAIRMAKE GIZE 函館市 昭和２－２４－１８ サービス JS-0001-4071

レイズヘアープレイス 函館市 昭和２－４４－１２ サービス JS-0004-7005

ドゥ ペルル 函館市 昭和４－１３－１０ サービス JS-0001-1015

マイカー車検センター 函館市 昭和４－４０－４ サービス JS-0002-7156

エンパイアー松風店 函館市 松風町１７－１３ サービス JS-0003-4428

エンパイアーマックスバリュ深堀店 函館市 深堀町３－２０　マックスバリュ深堀店内 サービス JS-0003-4430

FELIZ hair 函館市 深堀町３－２２ サービス JS-0000-7534

ルーデンス 函館市 神山町２４５－５ サービス JS-0002-8538

サロンドエルムル・サージュ 函館市 人見町１６－８ サービス JS-0002-0993

hairmakecachecache 函館市 西桔梗町７４５－６０　　 サービス ZN-0002-8151

パレット 函館市 西桔梗町８３０－１６ サービス JS-0003-6377

QUARTZ HAIR ＆ MAKE 函館市 石川町３１４－４　１Ｆ サービス JS-0001-3644

美容室 パサージュ 函館市 石川町３５０－２１ サービス JS-0001-6469

エンパイアー石川中央店 函館市 石川町４５７－２　石川中央ショッピングタウン内 サービス JS-0003-4437

HairMakeGize Cild’or 函館市 石川町８５－１ サービス JS-0004-3226

germe 函館市 千代台町１２－２５ サービス JS-0004-2563
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Simply 函館市 千代台町１７－２　 サービス SL-2000-5582

HAIR MAKC DOLLS 函館市 千代台町１７－４ サービス JS-0000-4197

エムシー おしゃれ館 函館市 千代台町３２－１３ サービス JS-0000-8143

能戸自動車整備工場 函館市 川汲町１４４０ サービス JS-0003-6772

有限会社マルコ小林自動車工業 函館市 川原町３－１３ サービス JS-0003-0338

ポール沢田美容室 プリーマ店 函館市 川原町６－５ サービス JS-0000-4195

HDC レンタカー函館駅前店 函館市 大手町５－７ サービス JS-0001-2440

レインボー薬局 大川店 函館市 大川町１２－２１ サービス JS-0000-6347

エンパイアースーパーアークス大縄店 函館市 大縄町１１－３１　スーパーアークス大縄店内 サービス JS-0003-4438

北洋舎クリーニング工場谷地頭店 函館市 谷地頭３５－２ サービス JS-0005-4415

ヘアーレーベル 函館市 鍛治１－１１－８　メゾンＳａＫｕＲａ１Ｆ サービス JS-0001-4941

レインボー薬局 かじ店 函館市 鍛治１－１４－２ サービス JS-0000-6333

エンパイアー鍛冶店 函館市 鍛治１－２１－１ サービス JS-0003-4434

BEAM’S 函館市 鍛治１－３３－５ サービス JS-0001-7843

ヘアークラブサザ 函館市 中道１－２０－６ サービス JS-0001-9131

美容室 バーム 函館市 中道２－２４－１５ サービス JS-0001-1902

ムスタッシュサロン 函館市 田家町６－１１ サービス JS-0000-6390

mano a fato 函館市 田家町７－１０ サービス JS-0002-4107

サロンドエルムラ・パッシュ 函館市 湯川町１－２６－２５ サービス JS-0002-0975

エンパイアー湯川生協店 函館市 湯川町１－３４－１５　湯川生協店１Ｆ サービス JS-0003-4431

hairshopTITICCACCA 函館市 湯川町１－４１－１０ サービス JS-0004-7483

Chelsea 函館市 湯川町１－４１－１０　ＴＩＵビル１Ｆ サービス JS-0005-9644

レインボー薬局 恵山店 函館市 日ノ浜町２２－２ サービス JS-0000-9311

pirica 函館市 日吉町１－１６－２ サービス JS-0001-0266

Hair studio NATURAL8 函館市 日吉町１－２９－５ サービス JS-0001-0815

函館タクシー車輌部整備工場 函館市 日乃出町２２－３８ サービス JS-0003-1876

プチトール 函館市 柏木町３７－９ サービス JS-0002-3430

ルーチェ 函館市 白鳥町１４－８ サービス JS-0002-9125

理容室メンズクラブ 246 函館市 白鳥町１７－１５ サービス JS-0002-7457

GEMINI 函館市 白鳥町２０－１０ サービス JS-0002-6679

フォレスト 森美容室 函館市 八幡町２１－１３ サービス JS-0001-0344

hairspacemoumou 函館市 美原１－１０－５　１Ｆ サービス SL-2000-4794

ヘアーデサイニング リッカ 函館市 美原１－２０－１１ サービス JS-0001-6744

北洋舎クリーニングイトーヨーカドー店 函館市 美原１－３－２ サービス JS-0005-4577

SOHO new york 函館市 美原１－７－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ函館店内 サービス JS-0002-4311

エーナイン 函館 MEGA ドン・キホーテ店 函館市 美原１－７－１　函館メガドン・キホーテ２Ｆ サービス JS-0003-1930

デイジー 函館市 美原２－２４－１０　　 サービス ZN-2000-1998

ヘアークラブループ 函館市 美原２－２８－１１ サービス JS-0005-5364

エンパイアービッグハウス美原店 函館市 美原３－１３－１５　ビッグハウス美原店内 サービス JS-0003-4435

北洋舎クリーニング渡島支庁前店 函館市 美原３－６－７ サービス JS-0005-4575

Riforma 函館市 美原４－７－２２ サービス JS-0002-0008

ESTMODE 函館市 富岡町１－２３－１ サービス JS-0000-6867

キュア 函館市 富岡町１－４２－２ サービス JS-0003-7520

ダズルヘアーメイク 函館市 富岡町１－５５－７ サービス JS-0005-8533
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As ＋ 函館市 富岡町１－５５－７　２Ｆ サービス JS-0003-0379

グランドヘアメイク ノア 函館市 富岡町２－３－３ サービス JS-0000-7399

フォトスタジオいわなみ 函館市 富岡町３－２８－１２ サービス JS-0001-8397

きものレンタルレコ 函館市 富岡町３－２８－１２　フォトスタジオいわなみ内 サービス JS-0001-8412

Simdy Sweel for NAIL 函館市 富岡町３－５－８　２Ｆ サービス JS-0004-4853

hair lete 函館市 北美原１－８－１３ サービス JS-0005-1359

北洋舎クリーニング北美原店 函館市 北美原３－２３－１５ サービス JS-0005-4569

Nail Salon Partir 函館市 本町１６－１ サービス JS-0002-5613

SOHO new york 五稜郭店 函館市 本町２５－１３ サービス JS-0003-7523

シンクロニシティ池袋函館店 函館市 本町２６－１７　ホテルネッツ函館２Ｆ　 サービス ZN-0002-9665

ヘアークラブ イオン 函館市 本町２８－１９ サービス JS-0005-0798

北洋舎クリーニング工場本町店 函館市 本町３２－８ サービス JS-0005-4416

エンパイアー本通 2 丁目店 函館市 本通２－４－１６ サービス JS-0003-4433

美容室 HAIRS VERY 函館市 本通３－１５－１１ サービス JS-0001-7206

ヘァードレッシングボネット 函館市 本通４－１７－４０　　 サービス ZN-0003-1164

お茶のなかにし 函館市 若松町７－１９　 その他 SL-2001-0257

ペットハウスジャスパー 函館市 石川町１６６－２０ その他 JS-0003-0680

LovelyDog 函館市 東山２－４－４１ その他 JS-0001-4223

くすりの元気 函館市 富岡町２－４５－８　 その他 SL-2000-1551


