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旬菜工房 魚魯魚魯 芦別市 北１条東１－７　カワイビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1690

レストラン ラ・フルール 芦別市 北４条東１－１ 飲食店 JS-0004-9068

スタープラザ 芦別 芦別市 北４条東１－１ 飲食店 JS-0004-9140

マンドリアーノ 虻田郡 ニセコ町曽我８８８－１ 飲食店 JS-0002-9107

炉ばたにせこ浪花亭 虻田郡 倶知安町樺山２５９　　 飲食店 ZN-0001-3437

ゑびす亭 虻田郡 倶知安町山田１５５－１３２ 飲食店 JS-0001-3486

ダイニングお月さま 虻田郡 倶知安町山田１６７－２３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-0751

SUSHI KATO NISEKO 虻田郡 倶知安町山田１６７－３４ 飲食店 JS-0005-9768

山麓キッチン 蓮 虻田郡 倶知安町山田１７９－１１ 飲食店 JS-0003-6771

L’ocanda 虻田郡 倶知安町山田７６－１２ 飲食店 JS-0003-7928

居酒屋 浜っ子 虻田郡 倶知安町北２条西１－３－４ 飲食店 JS-0000-4986

居酒屋二代目 SAMURAI 虻田郡 倶知安町北２条西２－２３－１　Ｓｉｇｎビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6333

アジア料理 BAGUS Cafe 虻田郡 倶知安町北２条西２－２３－１　Ｓｉｇｎビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4854

洞爺温泉 ホテル華美 華鏡 虻田郡 洞爺湖町洞爺湖温泉６ 飲食店 JS-0002-8934

洞爺温泉 ホテル華美 華湖 虻田郡 洞爺湖町洞爺湖温泉６ 飲食店 JS-0002-8936

ニセコアンヌプリスキースクール 虻田郡 ニセコ町ニセコ４８５ ショッピング JS-0005-9813

ガラスギャラリー童夢 虻田郡 ニセコ町曽我８０６－１３ ショッピング JS-0000-3542

北海道ライオンアドベンチャー 虻田郡 ニセコ町中央通６０－４ ショッピング JS-0003-2221

Boom sports 虻田郡 倶知安町南１条西１－１２－２　 ショッピング SL-2000-6710

Y．S カシワヤ 虻田郡 倶知安町南１条西１－１６　 ショッピング SL-2000-4792

はんこ広場 倶知安店 虻田郡 倶知安町南１条西１－３３－３ ショッピング JS-0000-5221

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 JS-0005-7814

ホリデーマーケット トーヤ 虻田郡 洞爺湖町洞爺湖温泉３５－１８　 ショッピング SL-2000-4238

洞爺湖越後屋 虻田郡 洞爺湖町洞爺湖温泉７１ ショッピング JS-0005-6312

京極産業 虻田郡 京極町京極５１１ サービス JS-0001-8408

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 JS-0002-1213

エンパイアー ラッキー倶知安店 虻田郡 倶知安町南２条西１－１－１　ラッキー倶知安店内 サービス JS-0003-4426

あかねペットクリニック 虻田郡 倶知安町八幡４２５－１６ サービス JS-0005-7191

古屋自動車産業第 2 工場 虻田郡 倶知安町八幡４７３－７ サービス JS-0001-4756

株式会社川端自動車整備工場 虻田郡 豊浦町東雲町２３ サービス JS-0002-4367

ワーク＆アイ 倶知安店 虻田郡 倶知安町南８条東１－１－７　 その他 SL-2000-7586

ふなおか薬局 伊達市 舟岡町３２９－１３ ショッピング JS-0005-5574

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 JS-0003-6464

きのこ王国 本店 レストラン 伊達市 大滝区三階滝町６３７－１ ショッピング JS-0003-6587

きのこ王国本店 直売所 伊達市 大滝区三階滝町６３７－１ ショッピング JS-0005-2574

めむはうす 伊達市 梅本町３９－４　 ショッピング SL-2000-2086

伊達赤十字病院売店 伊達市 末永町８１ ショッピング JS-0005-5295

everyday 伊達店 伊達市 網代町２７－６ ショッピング JS-0005-2951

Wisteria 伊達市 鹿島町４７－４　 サービス SL-2000-7074

学生服専門店 池田 伊達市 梅本町４－４　 その他 SL-2000-2237

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック

対象加盟店リスト



2 2020/9/21

［北海道（その他の市区町村）］

加盟店名 所在地 ジャンル

レストランキースプリングニセコ 磯谷郡 蘭越町湯里７０１－１２ 飲食店 JS-0002-4938

味処 三之助 浦河郡 浦河町堺町東１－１３－１４ 飲食店 JS-0000-2328

レストラン DERBY 浦河郡 浦河町大通２－２７ 飲食店 JS-0005-0807

カクサダクリ－ニング　パセオ浦川堺 浦河郡 浦河町堺町東６－４９３　　 ショッピング PK-0000-7976

浦河赤十字病院売店 浦河郡 浦河町東町ちのみ１－２－１ ショッピング JS-0005-4054

鳥せい芽室店 河西郡 芽室町本通３－１－４ 飲食店 JS-0004-4503

こばやし菓子舗 河西郡 芽室町本通２－３ ショッピング JS-0001-2023

ヤマジョウ 河西郡 更別村字更別南一線９１ ショッピング JS-0004-9879

海鮮 蔵 河東郡 音更町木野大通西７－１ 飲食店 JS-0000-0636

鳥せい音更木野店 河東郡 音更町木野大通西９－１ 飲食店 JS-0004-4381

はるこまベーカリー  ～はなれ～ 河東郡 音更町木野大通西１３－１－１１　クロスタウンおとふけ ショッピング SL-2000-1038

ピザテン・フォ－　帯広音更店　2 河東郡 音更町木野大通東１４－７－３５　 ショッピング PK-0000-8292

エンパイアー フクハラすずらん台店 河東郡 音更町すずらん台仲町１－１－１　スーパーフクハラすずらん台店内 サービス JS-0003-4444

ル・シェル 河東郡 音更町宝来仲町北１－４－５ サービス JS-0002-5291

美容室 tsugi 河東郡 音更町木野大通西９－２－９　創和ビル１Ｆ サービス JS-0005-8583

エフライン 河東郡 音更町宝来西町南２－２－５ その他 JS-0002-4083

鶴沼ワイナリー直売所 樺戸郡 浦臼町於札内４２８－１７ ショッピング JS-0005-7448

DELTA 樺戸郡 新十津川町中央６－７１　　 サービス PK-0000-8013

北の玄庵 茅部郡 森町尾白内町９７０－５ 飲食店 JS-0002-4663

ミュージック館森支店 茅部郡 森町御幸町１０７－１ ショッピング JS-0000-4059

岩島商店 茅部郡 森町御幸町１１６ ショッピング AD-0000-0726

ヘアーズハンズアップ 茅部郡 森町砂原１－１８１－３　　 サービス ZN-0002-9725

レインボー薬局 森川店 茅部郡 森町森川町２７８－１３０ サービス JS-0000-6408

諸橋整備自動車 茅部郡 森町森川町２９１－２０ サービス JS-0003-0497

カフェレストラン ピーノ 岩見沢市 １０条西１－７－２ 飲食店 JS-0001-0015

カフェ・レストランピーノ 岩見沢市 １０条西１－７－２ 飲食店 JS-0005-7500

隠れ家だいにんぐ くすくす 岩見沢市 ２条西２－１－１ 飲食店 JS-0003-3836

旬彩酒肴 うさぎや 岩見沢市 ２条西２－１－３ 飲食店 JS-0003-1074

初音鮨本家 岩見沢市 ３条西１－４－２ 飲食店 JS-0001-4751

ひ田まり 岩見沢市 ３条西１－５－１ 飲食店 JS-0001-0186

HIRO 岩見沢市 ３条西１－５－５　ＨＩＲＯビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-9999

焼肉 銀座園 岩見沢市 ３条西１－５－６　坂尾ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9830

MAMAS キッチン 岩見沢市 ３条西２　第３ポルタ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4173

海鮮酒場 仙堂 岩見沢市 ３条東１－８－３ 飲食店 JS-0003-5915

均一厨房 流行屋 岩見沢市 ３条東１－８－３　海幸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5378

旬味処 Isshin 岩見沢市 ４条東１－８－４ 飲食店 JS-0000-2988

amica 岩見沢市 ５条西４－５　イマジンビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7018

美さき　仕出 1 岩見沢市 ６条東１０－２１－１　　 飲食店 PK-0000-8322

TRATTORIA Lucci 岩見沢市 志文町７９４－１　レストハウスハマナスの丘内 飲食店 JS-0001-5313

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 JS-0001-7111

伊藤家石材 岩見沢店 岩見沢市 １０条西２－２１ ショッピング JS-0001-4953

石田スポーツ BRIO 岩見沢市 １条西２－６ ショッピング JS-0005-4877

石田スポーツ本店 岩見沢市 １条西２－９－１ ショッピング JS-0005-4874

錦屋クリ－ニング　2 条店 岩見沢市 ２条西２－１　　 ショッピング PK-0000-7722
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生活衣料館シオン 岩見沢店 岩見沢市 ２条東１２－３－１ ショッピング JS-0005-0036

ピザテン・フォ－　北海道岩見沢店 2 岩見沢市 ４条東５－９－１　コ－ポ東１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8284

ピザテン・フォ－　北海道岩見沢店 1 岩見沢市 ４条東５－９－１　コ－ポ東１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8289

ラ・ヴィレット SHIBUN 岩見沢市 志文本町２条３－２－３　 ショッピング SL-2000-6188

BooBoo MOTOR WORLD 岩見沢市 中幌向町２０９－２ ショッピング JS-0004-2949

Hair．Miets 岩見沢市 １条西２－１－２ サービス JS-0002-1887

VERDURE 岩見沢市 １条西３－５－９ サービス JS-0002-0729

カイロチェック 岩見沢市 １条西４－１－２　　 サービス PK-0000-9044

cachette 岩見沢市 ４条西１２－３－８ サービス JS-0000-8445

CYBELE 岩見沢市 ４条西５－７－２ サービス JS-0004-9463

SeventhHigh ／ b．s 岩見沢市 ６条東１４－１９　目黒ハウス１Ｆ サービス JS-0002-4429

髪えすてしゃれっと 岩見沢市 ７条西１９－１－３０ サービス JS-0002-8448

アルビ調剤薬局 岩見沢店 岩見沢市 ９条東１－１－６ サービス JS-0001-1634

LaLa － Hair 岩見沢店 岩見沢市 大和１条８－３　大和タウンプラザ内 サービス JS-0001-2610

有限会社道央ボイラーサービス 岩見沢市 大和３条７－８－１ サービス JS-0002-9783

エーナイン イオン岩見沢店 岩見沢市 大和４条８－１　イオン岩見沢店１Ｆ サービス JS-0004-6938

ビューティサロン エリー 岩見沢市 幌向南３条２－２３１－１４ サービス JS-0000-8789

ペットショップ プリティーワン 岩見沢市 南町７条５－７－１５ その他 JS-0002-4720

焼肉京 岩内郡 岩内町万代２７－６ 飲食店 JS-0002-8530

あづま鮨 岩内郡 岩内町万代３－６ 飲食店 JS-0001-7221

明月苑 岩内郡 岩内町万代５－１７ 飲食店 JS-0000-5955

焼肉 五番街 岩内郡 岩内町万代８－３ 飲食店 JS-0000-4614

エンパイアーラッキー岩内店 岩内郡 岩内町栄１６９　ラッキー岩内店内 サービス JS-0003-4425

やきにく大笑 亀田郡 七飯町桜町１－１－２０ 飲食店 JS-0002-4419

柳屋スーパーアークス 七飯サウス店 亀田郡 七飯町大川２－１－３ ショッピング AL-0000-0028

日本一金物店 七飯店 亀田郡 七飯町本町３－１７－６ ショッピング JS-0002-4841

メガネ工房パレット ななえ店 亀田郡 七飯町本町３－９－２７ ショッピング JS-0003-7956

柳屋スーパーアークス七飯店 亀田郡 七飯町鳴川４－２－１ ショッピング JS-0005-5185

エンパイアースーパーアークスサウス店 亀田郡 七飯町大川２－１－２　スーパーアークス七飯サウス店内 サービス JS-0003-4439

有限会社浅利自動車工業 亀田郡 七飯町中島４２－１０ サービス JS-0002-7157

わっかけ岩 久遠郡 せたな町瀬棚区三本杉９４ 飲食店 SL-2001-0934

株式会社大道時計楽器店 空知郡 上富良野町中町２－１－６ ショッピング JS-0000-4012

株式会社高松商店 空知郡 南幌町中央４－４－８ ショッピング JS-0005-7236

美容室 さちこ 空知郡 上富良野町大町１－２－３　 サービス SL-2000-0702

ニュー森のうさぎ英国館 釧路郡 釧路町新開４－３２　　 飲食店 ZN-0002-9735

鳥せい愛国店 釧路市 愛国東２－１１－１７ 飲食店 JS-0004-5240

ガストーラ 釧路市 愛国東４－６－４ 飲食店 JS-0005-7912

ガストーラ 釧路市 愛国東４－６－４　 飲食店 SL-2000-3621

ブラッセリー中なか 釧路市 栄町３－１　ユニオンセンタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3840

KUSHIRO こやま 釧路市 栄町３－２ 飲食店 JS-0000-3663

和からずや 釧路市 栄町４－１ 飲食店 JS-0005-0523

亀寿司 釧路市 川上町３－１ 飲食店 JS-0001-1557

ワインバー カゼッタ イーノ 釧路市 川上町４－２－１　ロイヤルシティーコート１Ｆ 飲食店 JS-0004-5076

喰楽部 じゃんぼ 釧路市 末広町２－２５　アークビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7788
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BUKU BUKU あわ家 釧路市 末広町５－１３　オリエンタルプラザ６Ｆ 飲食店 JS-0000-5524

マルク薬局 釧路市 芦野２－１－２１ ショッピング JS-0005-6417

菓子処 なかじま 浦見本店 釧路市 浦見３－３－１６　 ショッピング SL-2000-8570

Cycle Garage PAZ 釧路市 錦町５－１　ユタカビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5106

PULP WAGON 釧路市 錦町５－１　幅口ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-4356

GunsRocxx 釧路市 昭和中央４－３－５ ショッピング SL-2000-0564

モバイルパーク釧路昭和店 釧路市 昭和中央４－９－１８　　 ショッピング ZN-2000-3210

オルキディア 釧路店 釧路市 星が浦大通２－１　ぴあざフクハラ星が浦店内 ショッピング JS-0000-4009

菓子処 なかじま 中園店 釧路市 中園町１２－１　 ショッピング SL-2000-8571

メンテナンスガレージイエロー 釧路市 中園町１８－８ ショッピング JS-0002-2567

システムサポート 釧路市 中鶴野３９－４ ショッピング JS-0005-7979

Rucy 釧路市 鳥取大通８－４－２０ ショッピング JS-0000-7782

はんこ広場 釧路店 釧路市 鳥取大通８－４－２０ ショッピング JS-0000-7783

ピーナッツセレクトショップ 釧路市 文苑１－５８－２２　 ショッピング SL-2001-0215

プロフォーマンススポーツ 釧路市 文苑１－９－２　 ショッピング SL-2000-4942

佐藤紙店 釧路市 北大通８－１　 ショッピング SL-2000-6069

HIROS HAIR CREATIVE 釧路市 愛国東１－３７－１１　 サービス SL-2000-2041

Beetle bum for MEN ＇ S hair Ashino 釧路市 芦野２－５－８　 サービス SL-2001-0603

モービルガレージ 釧路市 暁町８－５ サービス JS-0002-1828

フレッシュ車検センター 釧路市 幸町１３－３－８ サービス JS-0002-4396

ape hair design 釧路市 春日町３－５　 サービス SL-2000-4675

美容室 neutral 釧路市 昭和中央６－３２－１１　 サービス SL-2000-5053

ヒッピー 釧路市 昭和南４－２５－１７ サービス JS-0005-2587

ビートルバム城山店 釧路市 城山１－８－９　 サービス SL-2001-0933

ヘアーサロンサン in946 中園店 釧路市 中園町１２－１３ サービス JS-0003-3646

Diam 釧路市 文苑１－５９－２７　北秋ビル１Ｆ サービス JS-0003-3338

Hair do D － ailes． 釧路市 文苑１－９－２６　ハービス文苑１Ｆ　 サービス SL-2000-1732

aNd．BAZAAR 美容室 釧路市 北大通２－６　 サービス SL-2000-2298

ペットショップ ワン MART 釧路店 釧路市 愛国１９１ その他 JS-0003-0407

焼肉つるみ 釧路市 栄町４－２　 その他 SL-2001-0358

デンキのエースたかはし 釧路市 春採１－１５ー１７　 その他 SL-2000-9067

ひこやちや 釧路市 緑ヶ岡５－２６－２４　 その他 SL-2000-1976

味処 ハート・ランド 恵庭市 栄恵町２０　コスミックビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7825

やきとりのあじろ 恵庭市 栄恵町２８　わきビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3772

Dahlia 恵庭市 栄恵町６４ 飲食店 JS-0004-2026

ピッツェリア エ トラットリア チェルボ 恵庭市 黄金南２－１９－７ 飲食店 JS-0003-4996

らーめん豚や 恵庭市 黄金南７－１８－５ 飲食店 JS-0005-8275

焼鳥居酒屋さわ 恵庭市 恵み野西２－２－１６　メグミノビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8550

鉄鍋ジンギスカン くろ 恵庭市 恵み野西２－８－５　スペース２４ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3241

あんだん亭 恵庭市 柏陽町３－１１－５ 飲食店 SL-2000-8924

北のちゃんぽんや 恵庭市 有明町６－２－１９ 飲食店 JS-0005-8249

石上車輌 恵庭店 恵庭市 下島松８０１－３ ショッピング JS-0004-3735

生活雑貨 てぶくろ 恵庭市 恵み野西１－２３－４ ショッピング JS-0003-4078

トップ恵庭店 恵庭市 住吉町２－１５－１５ ショッピング JS-0002-7024
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ガレージリンク 恵庭市 島松寿町２－６－２ ショッピング JS-0002-4746

井上モーターサイクル株式会社 恵庭市 島松東町１－１－１６ ショッピング JS-0005-1903

福屋物産 恵庭市 柏木町４－９－２３ ショッピング JS-0003-7272

くすりの陽明堂 恵庭市 柏陽町３－１７－２１ ショッピング JS-0005-0136

すしや 葵 恵庭市 本町８３ ショッピング JS-0003-2802

株式会社 家具の中西 恵庭市 和光町１－８－２４　 ショッピング SL-2000-3394

クリーニング ace 恵庭駅前店 恵庭市 栄恵町７４ サービス JS-0005-3524

eye BRANDing 恵庭市 黄金南６－９－１ サービス JS-0001-8006

Hair salon Valletta 恵庭市 黄金南７－１８－１０ サービス JS-0002-5814

ヘアーコンセプトサロン グリーム 恵庭市 黄金北１－６－２８ サービス JS-0000-6331

ブルームーン 恵庭市 黄金北３－８－５ サービス JS-0002-4328

ヘアープラスリラクゼーション プライム 恵庭市 恵み野西１－８－４　恵み野駅前ビル１Ｆ サービス JS-0002-3803

ヘアーショップ キューブ 恵庭市 恵み野西２－２－１６　恵み野ビル１Ｆ サービス JS-0002-3804

サロン・ド・ヴィヴィ　恵み野店 恵庭市 恵み野西２－８－３　　 サービス PK-0000-8085

ヘアーワークスヒトトキ 恵庭市 恵み野西５－８－１８ サービス JS-0005-1992

インプレス フレスポ恵み野店 恵庭市 恵み野里美２－１５ サービス JS-0001-9152

クリーニング ace 恵庭店 恵庭市 戸磯３４５－１３ サービス JS-0005-3523

PROUD 恵庭市 島松寿町１－１２－１ サービス JS-0003-3870

島松モーター 恵庭市 島松寿町２－３６－５ サービス JS-0002-8505

salon de AUBE 恵庭市 柏陽町３－２２－７ サービス JS-0005-0438

Chantilly 恵庭市 福住町２－８－９ サービス JS-0001-2626

美容室 FINE 恵庭市 本町２１０　ビッグハウス２Ｆ サービス JS-0003-4012

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 JS-0005-7797

室蘭やきとり雷音原店 江別市 大麻東町１５－２２　　 飲食店 ZN-0002-9669

美肌ダイニング KEI 江別市 文京台東町１－８　Ｒ４ＴＭ文京台１Ｆ 飲食店 JS-0001-9879

caffe vanilla 江別店 江別市 牧場町１４－１ 飲食店 JS-0005-9375

kokomoca 江別市 野幌町５２－６　ｋｏｋｏｍｏｃａビル 飲食店 SL-2000-3803

鳥せい野幌店 江別市 野幌町５８－１０ 飲食店 JS-0004-5077

やきとり一鳥 江別市 野幌町５９－５ 飲食店 JS-0005-0180

IZAKAYA 舞居都 野幌店 江別市 野幌町６１－１５　第７高関ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4968

ケイズオートサポート 江別市 角山２１３－３ ショッピング JS-0004-0568

H・C・S 自動車サービス 江別市 大麻４５５－１３ ショッピング JS-0004-2869

シオン 江別大麻店 江別市 大麻栄町８－３８ ショッピング JS-0001-8379

カトレア 江別市 大麻中町２６－１８　ラルズストア大麻駅前店内 ショッピング JS-0004-3649

岸本ふとん店 江別市 大麻東町１３－９ ショッピング JS-0002-2597

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 ZN-2000-3409

カクサダクリ－ニング　フ－ド DLI 江別市 大麻北町５２１－２９　　 ショッピング PK-0000-7972

生活衣料イープエンス 江別朝日町店 江別市 朝日町１１－２ ショッピング JS-0004-9921

柳月 ビックハウス野幌店 江別市 東野幌本町３４ ショッピング JS-0000-6099

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 JS-0005-9372

味蔵 江別市 野幌代々木町４０－１８ ショッピング JS-0005-5143

JURIAN 江別店 江別市 野幌町１０－１　イオンタウン江別店２Ｆ ショッピング JS-0004-5953

mile 江別市 野幌東町６４－１ ショッピング JS-0001-4307

ウィングガレージ ウコン 江別市 元野幌７３７－５ サービス JS-0002-6289
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ビーセカンド 江別市 幸町１７－３ サービス JS-0002-1750

有限会社江別車検センター 江別市 朝日町８－７ サービス JS-0005-1215

東野幌自動車工業有限会社 江別市 東野幌町１７－２ サービス JS-0003-1575

ゆらい 江別市 野幌町５０－１８ サービス JS-0004-2990

Hair ＆ FaceHouse ラポール 江別市 野幌町７６－４　北洋ビル１Ｆ サービス JS-0002-5866

割烹しま津 根室市 梅ヶ枝町１－２ 飲食店 JS-0003-1351

COMME CI COMME CA 根室市 梅ヶ枝町２－７　ＩＮＧビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5816

魚河岸浜作 根室市 梅ヶ枝町３－２６ 飲食店 JS-0000-7437

炉ばた 俺ん家 根室市 梅ヶ枝町３－６ 飲食店 JS-0001-8384

居酒屋 福笑 根室市 本町２－２３ 飲食店 JS-0000-6758

さむえ 根室市 緑町３－５ 飲食店 JS-0000-6843

居酒屋ひょうたん 根室市 緑町３－５ 飲食店 JS-0004-8725

パテスリーはまざき 根室市 西浜町８－１１６－２ ショッピング JS-0005-5926

ファッションバッグ イザック 根室市 緑町１－１７ ショッピング SL-2000-1274

たんの美容室 根室市 鳴海町３－１０　 サービス SL-2000-5140

BAR LADY LUCK 沙流郡 日高町富川北１－１－２４ 飲食店 JS-0004-9883

焼肉レストラン食道園 沙流郡 日高町富川北３－１－６ 飲食店 JS-0004-6755

有限会社 小谷商店 沙流郡 日高町富川東２－－１－１ ショッピング JS-0005-3856

岩倉商事 富川営業所 沙流郡 日高町富川南２－１－４２ ショッピング JS-0005-8656

二風谷工芸館 沙流郡 平取町二風谷６１－６ ショッピング JS-0001-8390

有限会社高橋自動車整備工場 沙流郡 日高町富川西５－２－１４ サービス JS-0005-6412

KARAOKE ダ・カラサ 沙流郡 日高町富川南１－２－７ その他 JS-0004-8290

銀座園 砂川市 西２条南１－１－１７ 飲食店 JS-0002-6680

松橋仏壇造花砂川支店 砂川市 東１条北１－１－２ ショッピング JS-0000-6903

角井佐藤呉服店 砂川市 東１条北２－１－８ ショッピング JS-0000-2997

第一興産 砂川支店 砂川市 東１条北３－１－１１ ショッピング JS-0005-1031

北星自動車整備工業 砂川市 空知太西１条３－３－５５ サービス JS-0000-3707

北光貸衣裳 砂川市 東１条北１７－１－１ サービス JS-0002-9784

ヘアーサロン ラボ 砂川市 東２条北６－１－３ サービス JS-0000-2903

TAKIZAWA WINERY 三笠市 川内８４１－７８ ショッピング JS-0001-5284

三笠薬局榊調剤店 三笠市 榊町４６３－２ サービス JS-0002-7834

炭火焼肉いち 士別市 大通東１７－３１４３－２２ 飲食店 SL-2001-1281

ホワイト急便 ビッグ士別店 士別市 大通東１８－４６５－３８　ザ・ビッグ士別店１Ｆ サービス JS-0005-2960

Hair Fashion BISYU 士別市 大通北１－１６０１ サービス SL-2000-1751

本と CD のよこおか 枝幸郡 枝幸町栄町３０１－１　西條百貨店内 ショッピング SL-2000-7828

中野商店 枝幸郡 中頓別町字中頓別２８－１１　 ショッピング SL-2000-3141

YESORNO 枝幸郡 枝幸町新栄町７６２０－１　　 サービス ZN-2000-6906

辻タムラ薬品 爾志郡 乙部町緑町１５　 その他 SL-2000-7299

居酒屋 大将 室蘭市 中央町１－１－４ 飲食店 JS-0000-5584

串揚・鍋物 はたの 室蘭市 中央町１－２－１４ 飲食店 JS-0001-9004

焼肉レストラン 新羅館 室蘭市 中央町２－６－１０ 飲食店 JS-0001-8222

ワインバー ムートン 室蘭市 中島町１－１２－１　サンヴェール北都ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2587

海鮮炭火居酒屋 煖 室蘭市 中島町１－１３－１０ 飲食店 JS-0003-2192

焼肉酒場 福澤屋 室蘭市 中島町１－１４－６ 飲食店 JS-0004-0991
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喜むら鮨 室蘭市 中島町１－１５－１６ 飲食店 JS-0002-2296

魚処 一心太助 室蘭市 中島町１－１５－２０ 飲食店 JS-0004-5913

エストエストエスト 室蘭市 中島町１－２１－４　グリーンデパート１Ｆ 飲食店 JS-0001-5000

寿司処 きん八 室蘭市 中島町１－９－１０ 飲食店 JS-0001-6046

酒菜こねぎ 室蘭市 中島町１－９－１８　Ｇ４ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4161

海鮮炭火焼 哲屋 中島店 室蘭市 中島町１－９－６ 飲食店 JS-0000-0175

錦城苑 室蘭市 中島町２－２４－５ 飲食店 JS-0000-3388

やきとり 呆屋 室蘭市 中島町２－２４－６ 飲食店 JS-0004-8623

居酒屋 集 室蘭市 中島町２－２７－７ 飲食店 JS-0002-0552

春夏秋冬 室蘭市 中島町３－２９－１　サンプラザビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9749

ビアキャビン 室蘭市 中島本町１－５－３０ 飲食店 JS-0005-6305

豊助 室蘭市 東町４－１８－１８ 飲食店 JS-0001-0618

中国料理亞亞 室蘭市 日の出町２－１０－２　　 飲食店 ZN-0002-9746

日昇堂中島本店 室蘭市 中島町１－１８－４　 ショッピング SL-2000-8274

ジュリエ中島店 室蘭市 中島町１－２３－１６　　 ショッピング ZN-2000-5168

樹梨絵本店 室蘭市 中島町１－２３－２３　ＪＵＲＩＥ　 ショッピング ZN-2000-5175

ちぐさえん 室蘭市 中島町１－３０－１３ ショッピング JS-0000-0900

ジーベック中島店 室蘭市 中島町４－５－８ ショッピング JS-0002-9964

草太郎本舗スーパーアークス中島店 室蘭市 中島本町１－４－４　　 ショッピング ZN-0002-9741

草太郎本舗 室蘭市 日の出町３－７－５　　 ショッピング ZN-0002-5186

靴のタイラ 室蘭市 輪西町２－５－１　ぷらっと・てついち内 ショッピング JS-0002-2586

カーボディショップつちだ 室蘭市 寿町３－１４－１７ サービス JS-0002-6396

くすりのもりた 母恋店 室蘭市 新富町１－４－２４ サービス JS-0003-7600

a － nine 室蘭ドン・キホーテ店 室蘭市 中島町１－１９－１１　長崎屋室蘭ドン・キホーテ店３Ｆ サービス JS-0003-5020

cosmetics いたがき モルエ店 室蘭市 中島本町１－４－４　 サービス SL-2000-0979

ビューティーサロン ヤング 室蘭市 東町４－１－１０ サービス JS-0002-4420

知床窯本店 斜里郡 斜里町ウトロ香川１２４ ショッピング JS-0005-8241

佐藤家具センター 斜里郡 小清水町南町２－１１－２ ショッピング SL-2001-0055

田中鮮魚店 寿都郡 黒松内町黒松内２１１　　 ショッピング PK-0000-8525

さるふつまるごと館 宗谷郡 猿払村浜鬼志別２１４ ショッピング JS-0003-7772

宿きたかい 上磯郡 木古内町大平２３－１３ 飲食店 JS-0000-9154

粋人館 上川郡 愛別町本町１７４ 飲食店 JS-0001-6368

ビアグリルキャニオン 上川郡 上川町字層雲峡　 飲食店 SL-2000-1526

鳥せい新得店 上川郡 新得町１条南１－６ 飲食店 JS-0004-7008

鳥せい本店 上川郡 清水町南１条２－１１ 飲食店 JS-0004-4501

韋駄天 上川郡 清水町南２条３－９－２ 飲食店 JS-0005-6905

番家 上川郡 清水町本通２－３ 飲食店 JS-0005-8368

北沢サイクルスポーツ 上川郡 剣淵町緑町８－５ ショッピング JS-0002-8053

とみおかクリーニング アルティモール店 上川郡 東神楽町ひじり野南１条６－１－１　アルティモール１Ｆ ショッピング JS-0005-3527

梶沼商会 上川郡 上川町南町１２５ サービス JS-0002-6981

ぷらっとカフェ駅茶屋 常呂郡 訓子府町大町１７０ 飲食店 SL-2001-0180

炭焼居酒屋仙堂 深川市 ３条８－２４　丸越ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3174

蛯天 深川市 ３条９－７ 飲食店 JS-0005-8815

桃源郷 深川市 ４条２－８ 飲食店 JS-0000-4844
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ヴィジョンワークス 深川市 ３条１０－１８ ショッピング SL-2000-7735

まあぶオートキャンプ場 深川市 音江町音江４５９－１ ショッピング JS-0000-6221

オハナ マーケット 深川市 音江町広里５９－７ ショッピング JS-0005-4743

爽準 へあーさろん 深川市 ２条９－３０ サービス JS-0000-9496

サロン・ドゥ・ファシル 深川市 ３条１２－２１ サービス JS-0004-9395

T’gL Hair 深川市 ３条３－２９ サービス JS-0000-8271

めがねのクリキ 瀬棚郡 今金町今金１８７　 ショッピング SL-2000-5643

喫茶ここ 石狩郡 当別町弥生５２－６　河原テナント１Ｆ 飲食店 JS-0005-6140

ふれあい倉庫 石狩郡 当別町錦町２９４－４　当別赤れんが６号内 ショッピング JS-0001-2125

北海道オートカーズ 石狩郡 当別町春日町８２－８ ショッピング JS-0002-6980

スマイルキッチン 石狩郡 当別町当別太７７４－１１　北欧の風道の駅当別内 ショッピング JS-0005-2108

飲み喰い処 京 石狩市 花川南１条４－２６２　柳ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7693

肉の目利き 花川店 石狩市 花川南２条１－６－１ 飲食店 JS-0003-6373

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１Ｆ 飲食店 SL-2000-1934

Auto Shop Tpro 石狩市 花川東２条２－３ ショッピング JS-0001-9232

金物の金岡 石狩市 花川南１条４－２３２ ショッピング JS-0003-1645

オートクレスト 石狩市 花川南５条５－１４３ ショッピング JS-0004-5270

フィッシング新港 石狩市 新港南２－７３１－３ ショッピング JS-0005-8708

ジーベック石狩店 石狩市 樽川３条１－２２ ショッピング JS-0001-7107

GarageITA 石狩市 樽川４５５－５６ ショッピング JS-0002-1793

ペットショップ dingo 石狩市 樽川９条１－３－１ ショッピング JS-0005-0991

アイリスカーズサッポロ 石狩市 緑苑台東３条３－２６９－１ ショッピング JS-0003-8460

マルマン・モーターズ 石狩市 花川南１０条１－１－５ サービス JS-0002-0753

さくらば動物病院 石狩市 花川北１条５－１０５ サービス JS-0002-1311

株式会社サンライズ 石狩市 新港西１－７０２－２２ サービス JS-0005-2067

大黒自工 石狩工場 石狩市 新港西１－７６５－２ サービス JS-0004-0313

北海道車体株式会社石狩工場 石狩市 新港西２－７７９ サービス JS-0001-5838

EZO ー ISM 石狩市 樽川４４３－１５ サービス JS-0005-2287

ネイルサロン HOLIC 石狩市 樽川５条１－３８ サービス SL-2000-4934

米林自動車工業株式会社 石狩市 樽川８条１－１６ サービス JS-0002-8278

カラオケゆめっくす 石狩店 石狩市 花川南８条４－４７３ その他 JS-0005-0972

おくすりやさんラッキー花川南店 石狩市 花川南９条４　ラッキー花川南店１Ｆ その他 SL-2001-0861

飲み喰い処 平八 積丹郡 積丹町美国町船澗７４ 飲食店 JS-0001-0268

アクアキャット幌武意ダイビングキャンプ 積丹郡 積丹町幌武意町　２６６ その他 SL-2000-2332

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 JS-0004-8357

豚丼と田舎そば くまうし 川上郡 弟子屈町鈴蘭１－８－６ 飲食店 JS-0002-6666

遠藤水産 港町市場 増毛直売店 増毛郡 増毛町港町４－２６　 ショッピング SL-2000-8667

居酒屋花むすび 足寄郡 陸別町大通５－５ 飲食店 SL-2000-6847

農産物等直売所寄って美菜 足寄郡 足寄町北１条１－３　　 ショッピング ZN-2000-3959

有限会社ムトウ自動車 足寄郡 足寄町南３条４－２ サービス JS-0005-5384

鳥せい西北店 帯広市 西１２条北１－８－４ 飲食店 JS-0004-4674

和ダイニング遊心 帯広市 西１５条南１０－１－２９ 飲食店 JS-0000-6760

しゃぶしゃぶすき焼 SANZOU 白樺店 帯広市 西１７条南３－２２－１５　キロコハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5175

焼肉じゅうじゅう 帯広市 西１７条南３６－２－１０　焼肉じゅうじゅう 飲食店 SL-2000-9581
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居酒屋 あまやどり 帯広市 西１７条南５－３１－３ 飲食店 JS-0000-6232

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 JS-0000-5375

北海道十勝串カツ味楽瑠亭 帯広市 西１条南１０－１０　十勝乃長屋３－５ 飲食店 JS-0005-5565

鳥せい帯広中央店 帯広市 西１条南１０－１３－４ 飲食店 JS-0004-4383

寿し富 帯広市 西１条南１０－４　アポロビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5606

焼肉酒房 らざん 帯広市 西１条南１０－８　名門通り 飲食店 JS-0001-0079

BAL chawchaw 帯広市 西１条南１０－８－２ 飲食店 JS-0004-9209

Food ＆ wine BRICKS 帯広市 西１条南１１－１２－５ 飲食店 JS-0002-1668

四季彩々 喜作 帯広市 西１条南１２－２－１ 飲食店 JS-0002-8357

炭火酒場かりん 帯広市 西１条南８－２０－５　佐川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3846

十勝肉酒場さん臓 帯広市 西１条南９－７－３ 飲食店 JS-0002-2908

鳥せい帯広西 25 条店 帯広市 西２５条南３－２３－５ 飲食店 JS-0004-4502

権兵衛 帯広市 西２条南１０－４ 飲食店 JS-0001-8416

ぼーの帯広店 帯広市 西２条南１０－７－１　　 飲食店 ZN-0001-3883

ワイン食堂ブォーノヴィーノ 帯広市 西２条南１０－８－１　北のうまいもん通り内 飲食店 JS-0001-4693

ダイニング簾 帯広市 西２条南１１－８ 飲食店 JS-0000-7757

ロスガトス 帯広市 西２条南９－２－１　ＷＥＳＴ２０９ビルＢ１ＦＦ 飲食店 JS-0002-9501

RICOLORE 帯広市 西３条南１５－２４　　 飲食店 PK-0000-8473

旬彩 ひだまり 帯広市 西５条南２１－２０ 飲食店 JS-0004-2122

すきやきの松伊 帯広市 西５条南３－１８　　 飲食店 ZN-0001-3576

炙 Bar 横丁 DON 帯広市 西７条南１７－１１－１０ 飲食店 JS-0001-0498

羅妃焚 帯広店 帯広市 西８条南１－１５－１ 飲食店 JS-0005-7159

炭焼処蝦夷ふくろう 帯広市 大通南１０－１９－２ 飲食店 JS-0002-3524

ホルモン・鉄板焼ダイニング 華蔵 帯広市 大通南１０－１９－２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-0577

しゃぶしゃぶすき焼 SANZOU 帯広市 大通南１０－３　ＮＣオビヒロ館１Ｆ 飲食店 JS-0005-0393

ブラウニー 帯広市 大通南１０－５－２　華翠館ビル４－Ｄ 飲食店 JS-0001-4370

プティ ジャルダン 帯広市 東２条南２１－２－１ 飲食店 JS-0003-0176

cafe W 帯広市 東３条南１０－１５－１ 飲食店 JS-0002-5910

旬丸亀 帯広市 東３条南１９－１９－２　　 飲食店 ZN-0001-4050

焼肉専門店さん臓 帯広市 白樺１６条西５－１－１３ 飲食店 JS-0000-5885

うさぎ自動車サービス 帯広市 新町西２－２－１ ショッピング JS-0002-1948

SECRET 帯広市 西１４条南１４－１２－７ ショッピング JS-0000-9772

HUG FLOWERS ベルデ店 帯広市 西１７条南４－１１　コープさっぽろベルデ店内 ショッピング JS-0003-9330

あいフード 帯広市 西１７条南５－２ ショッピング JS-0005-3211

でんきの MIND 帯広市 西１７条北１－２－１５ ショッピング JS-0000-3759

有限会社フローリスト花ごよみ 帯広市 西１９条南４－１９－７ ショッピング JS-0005-3531

ソフトバンク帯広西 帯広市 西２１条南２－２７－５　　 ショッピング ZN-2000-3923

グラスイズム メガドン・キホーテ西帯広店 帯広市 西２１条南４－１　ＭＡＧＡドン・キホーテ西帯広店１Ｆ ショッピング JS-0005-1497

グラスイズム MEGA ドン・キホーテ西帯広店 帯広市 西２１条南４－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ西帯広店１Ｆ ショッピング SL-2001-1577

タイヤショップ ダイヤ 帯広市 西２３条北１－４－２ ショッピング JS-0003-4923

e すまいるえとう 帯広市 西２条南１－１９ ショッピング JS-0004-9383

牧野水産株式会社 帯広市 西２条南８－１８ ショッピング SL-2000-4273

きもの工房一休 帯広店 帯広市 西４条南１２－３　長崎屋２Ｆ ショッピング JS-0001-6916

LUCY 帯広市 西４条南４－２０－２　コーポＡＣＥ１Ｆ ショッピング SL-2000-8297
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テーラーノデラ 帯広市 西５条南１９－１６　野寺ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-1989

ユーアイファーマシー 帯広市 大通南１３－１７ ショッピング JS-0006-0159

はんこ広場 帯広店 帯広市 大通南１－５ ショッピング JS-0003-5450

PIECE ROCK STORE 帯広市 大通南３－２０－１　 ショッピング SL-2000-8296

ラミノーズ 帯広市 東１条南３－１　　 ショッピング ZN-0002-9683

ワタナベ薬局 帯広市 東４条南１０－６ ショッピング JS-0005-7642

千佐クリ－ニング 帯広市 東４条南６－２　　 ショッピング PK-0000-8136

協会帯広病院売店 帯広市 東５条南９－２ ショッピング JS-0005-4042

AUTO38 帯広市 東６条南３－３－１１ ショッピング JS-0005-5772

ホワイト急便 西 9 条南 14 丁目店 帯広市 西１０条南１４－１ サービス JS-0005-3505

tool hair 帯広市 西１１条南２６－６３ サービス JS-0002-3522

Hair’s　f 帯広市 西１１条南２９－９－１　　 サービス PK-0000-8142

RAGCIE 帯広市 西１２条南２８－３５－３ サービス JS-0003-8419

カーオート・ジーエム 帯広市 西１５条南１－７ サービス JS-0003-4808

美容室 Piache 北店 帯広市 西１５条北５－２－１３ サービス JS-0000-7272

エンパイアー 新緑店 帯広市 西１７条南３－３６－１２ サービス JS-0003-4441

RAGCIE ／ 2nd 帯広市 西１７条南３－４４－１９ サービス JS-0005-7061

エンパイアー コープベルデ店 帯広市 西１７条南４－１１　コープベルデ店内 サービス JS-0003-4446

ホワイト急便 帯広春駒通店 帯広市 西１８条南４－４４－８ サービス JS-0005-3223

HAIR PROJECT A 帯広市 西１９条南４－２５－１ サービス JS-0005-6230

有限会社新生ボデー工業 帯広市 西１条南３５－４－１４ サービス JS-0002-8294

エーナイン 帯広店 帯広市 西２１条南４－１　ＭＥＧＡドンキホーテ西帯広店１Ｆ サービス JS-0003-8983

ブライダルプラザ 衣舞 帯広市 西２２条南３－２１－９ サービス JS-0000-3140

エンパイアー 長崎屋店 帯広市 西４条南１２－３　長崎屋店内 サービス JS-0003-4442

G － MAX 帯広市 西４条南１７－３ サービス AD-0000-1121

majority minority 帯広市 西５条南１－１２－１ サービス JS-0003-2623

LILIANA 帯広店 帯広市 西６条南２８－１７－１ サービス JS-0003-4395

エンパイアー 帯広大通店 帯広市 大通南１０－３－１ サービス JS-0003-4440

hair’s Neige 帯広市 大通南２１－１４－１ サービス JS-0001-4740

ホワイト急便 帯広工場前店 帯広市 東１０条南１６－２－８ サービス JS-0005-2481

エーナイン帯広店イースト 帯広市 東４条南１６－６　マックスバリュ帯広店１Ｆ サービス JS-0005-8610

エンパイアー コープさっぽろ かしわ店 帯広市 東７条南１５－２－２　コープさっぽろかしわ店内 サービス JS-0003-4443

ヴァルール 帯広市 白樺１６条西４－１－２４ サービス JS-0001-4741

カラオケグランプリ ANNEX 帯広店 帯広市 西２条南１０－４　銀座ビル１Ｆ エンターテインメント JS-0000-8005

アイフォンドクター 帯広店 帯広市 西６条南６－３　ソネビル６Ｆ その他 SL-2000-6239

焼肉 ぴりか 滝川市 栄町３－６－１９ 飲食店 JS-0004-6545

うしだ家 滝川市 朝日町東２－１６－１９ 飲食店 JS-0002-1567

すし処 やまもと 滝川市 本町１－１－２２ 飲食店 JS-0005-7426

IZAKAYA すぱいす 滝川市 本町１－２－２６　東映ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0283

ラ・ペコラ 滝川市 本町１－４－１１ 飲食店 JS-0001-2134

俺の目利き 滝川店 滝川市 本町２－１－５ 飲食店 JS-0003-3386

郷土料理おかむら 滝川市 本町３－１ 飲食店 JS-0002-6231

松橋仏壇造花店 滝川市 一の坂町東３－１－４ ショッピング JS-0000-3664

すみれ調剤薬局 滝川市 栄町２－５－１４ ショッピング JS-0005-7226
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新山電器 滝川市 江部乙町西１１－１４－３９ ショッピング JS-0005-0395

坪田金物店 滝川市 江部乙町西１２－４－４４ ショッピング JS-0005-7179

ジーベック滝川店 滝川市 東町４－９８－１ ショッピング JS-0001-7120

ルピュア マックスバリュ滝川店 滝川市 南滝の川１１５－４　マックスバリュ滝川店内 ショッピング JS-0001-6383

Sloop 滝川市 本町１－１－３ ショッピング JS-0004-8247

メガネの川口 滝川市 本町２－１－３０ ショッピング JS-0005-8899

美容室 materi 滝川市 一の坂町西３－１－３２ サービス JS-0001-2173

カットスタジオ ヘアークリップ 滝川市 栄町２－５－２４　 サービス SL-2000-4351

BS みや 滝川市 栄町３－９　スマイルビル２Ｆ サービス SL-2000-4688

吉岡どうぶつ病院 滝川市 空知町３－２－１８ サービス JS-0001-4906

HAIR MAKE HEARTS 滝川市 大町１－７－２９ サービス JS-0000-7077

hairworksOGURA 滝川市 朝日町東１－１０－３５ サービス JS-0002-6675

ROKUNANA 滝川市 明神町１－２－２２ サービス JS-0004-9298

e － style 滝川店 滝川市 本町２－１－１０ その他 JS-0001-6079

フトンのつづき 滝川市 本町２－１－３１　 その他 SL-2000-8795

寿し処 へそまがり 稚内市 港４－１２－２１ 飲食店 JS-0000-1090

居酒屋浪漫 稚内市 大黒２－１－１５ 飲食店 JS-0001-7637

すし処 美奈味 稚内市 大黒２－２－２２ 飲食店 JS-0000-4204

大衆居食酒屋 こうや 稚内市 大黒２－２－２７ 飲食店 JS-0000-8082

Kitchen Roy 稚内市 大黒２－８－５ 飲食店 JS-0005-0592

居酒屋 えぞ番屋 稚内市 大黒２－９－５　オレンジビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0531

北の味心竹ちゃん 稚内市 中央２－８－７　　 飲食店 ZN-0001-3609

海鮮炉端うろこ亭 稚内市 中央５－６－８ 飲食店 SL-2000-8362

中華料理白蓮 稚内市 潮見４－３－２３ 飲食店 JS-0002-6226

サニータウン はまなす店 稚内市 はまなす３－８ ショッピング JS-0005-8053

メガネの太陽堂 稚内市 大黒３－２－１０ ショッピング SL-2000-6772

パッケージプラザ稚内店 稚内市 中央３－１７－１５ ショッピング JS-0005-9516

ワッカナイセレクト 稚内市 中央３－６－１ ショッピング JS-0005-2482

うろこ市 稚内市 中央５－６－８　 ショッピング SL-2000-8363

稚内モーター 株式会社 稚内市 朝日１－４－１１　 ショッピング SL-2001-0288

hair garage ZION 稚内市 栄５－８－１２　パレス静２１Ｆ サービス JS-0000-0532

日の出クリーニング副港店 稚内市 港１－６－２８　稚内副港市場内 サービス JS-0005-7187

Route 40 稚内市 大黒３－４－４０ サービス JS-0000-0533

レインボーフォレスト薬局 稚内市 潮見３－６－３１ サービス JS-0000-5194

宗谷合同庁舎 理容室 稚内市 末広４－２ー２７　宗谷合同庁舎４Ｆ サービス SL-2000-3189

レストランよねくら 中川郡 池田町大通１－２７ 飲食店 JS-0004-8957

イリジョン 中川郡 幕別町札内共栄町１１－６　 ショッピング SL-2000-6294

HUG FLOWERS さつない店 中川郡 幕別町札内豊町４３－１　コープさっぽろさつない店 ショッピング JS-0005-7222

エンパイアー コープさっぽろ さつない店 中川郡 幕別町札内豊町４３－１　コープさっぽろさつない店内 サービス JS-0003-4445

クニベドラッグ 天塩郡 遠別町本町３－６９　 ショッピング SL-2000-3924

レイポモ　トントゥ 天塩郡 幌延町２条南１－１　　 ショッピング PK-0000-8203

焼肉工房 ハックルベリー 登別市 若草町２－１３－８ 飲食店 JS-0000-5697

炭火焼肉 新羅館 登別新生店 登別市 新生町４－４８－１１ 飲食店 JS-0001-8054

旬の華 和か菜 登別市 中央町５－８－１ 飲食店 JS-0003-8677
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Nisshodo イオン登別店 登別市 若山町４－３３－２　イオン登別店１Ｆ ショッピング SL-2000-8275

ジーベック登別店 登別市 新生町３－１０－５ ショッピング JS-0001-7121

ピザテン・フォ－　北海道幌別店　1 登別市 中央町２－１７－３８　　 ショッピング PK-0000-8283

登別病院売店 登別市 登別温泉町１３３ ショッピング JS-0005-4274

ジョイトレード 登別市 富岸町２－１３－３ ショッピング JS-0002-0785

ビューティサロン カーリー 登別市 鷲別町１－１０－１ サービス JS-0002-0153

大黒屋民芸店 登別市 登別温泉町６０　 その他 SL-2000-3913

（株）八幡屋 苫前郡 羽幌町南３条２－５ ショッピング JS-0005-6268

寿し処 かきた 二海郡 八雲町熊石雲石町５２－１ 飲食店 JS-0003-5205

スイスレストランアルポン 二海郡 八雲町立岩４０３　 飲食店 SL-2000-0277

八雲イタリアン ピアット 二海郡 八雲町内浦町１８８－１ ショッピング JS-0002-0210

ロッキー八雲 二海郡 八雲町内浦町２３７－５ ショッピング JS-0002-4763

ミュージック館 二海郡 八雲町本町１３１ ショッピング JS-0000-4056

HAIR CLIP 二海郡 八雲町東雲町２１－１９ サービス JS-0005-9998

八雲動物病院 二海郡 八雲町東雲町９１－１ サービス JS-0002-1089

焼肉 サラン 日高郡 新ひだか町静内吉野町１－１－１６ 飲食店 JS-0000-7452

赤ひげ 日高郡 新ひだか町静内吉野町２－２－３９ 飲食店 JS-0001-8029

串や 日高郡 新ひだか町静内吉野町２－２－６ 飲食店 JS-0001-8289

串や 日高郡 新ひだか町静内吉野町２－２－６ 飲食店 JS-0005-8595

天政 日高郡 新ひだか町静内御幸町１－１－１６ 飲食店 JS-0002-4703

お料理あま屋 日高郡 新ひだか町静内御幸町２－５－５１　 飲食店 SL-2000-8919

喰い処 蔵や 日高郡 新ひだか町静内本町１－１－１９ 飲食店 JS-0001-8047

風来坊 日高郡 新ひだか町静内本町２－２－３ 飲食店 JS-0001-8036

有限会社ファーマシーでぐち 日高郡 新ひだか町三石本町１６８　 ショッピング SL-2000-9937

スイートますや 日高郡 新ひだか町静内御幸町２－６－８１ ショッピング SL-2000-4420

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 JS-0005-0010

蒲原水産 白老郡 白老町虎杖浜１１８－１８ ショッピング JS-0001-2737

竹丸渋谷水産 白老郡 白老町虎杖浜１７９－５　 ショッピング SL-2000-7077

珍味のお店山珍 白老郡 白老町石山９－３１　 ショッピング SL-2000-4341

はしもと陶芸館 白老郡 白老町竹浦１１８－１４６ ショッピング JS-0003-2293

協栄自工有限会社 白老郡 白老町石山２０－１ サービス JS-0005-6901

シボレー メンズサロン 白老郡 白老町萩野８４－１２６ サービス JS-0002-2349

綾雅会 白老郡 白老町竹浦１８１－４７０ その他 JS-0000-8414

栄鮨 美唄市 大通西１条南３－１－３１ 飲食店 JS-0004-0826

ブラッシュアップサロン ルポ 美唄市 西２条南２－４－２４　 ショッピング SL-2000-4365

ピザテン・フォ－　北海道美唄店　1 美唄市 大通西１条南２－２－１０　　 ショッピング PK-0000-8288

イワタニ北海道株式会社 空知マルヰ営業所 美唄市 峰延町本町２７８０ ショッピング JS-0004-2637

ほかほか弁当桜ケ丘 標津郡 中標津町桜ケ丘３－４ 飲食店 JS-0005-3520

焼肉酒菜○まる 標津郡 中標津町桜ヶ丘３－４　 飲食店 SL-2001-0319

牧舎 標津郡 中標津町字俣落２０００－８ 飲食店 JS-0005-4409

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 JS-0001-1861

創作ダイニング NORTH KITCHEN 標津郡 中標津町東３条北１－４－２　 飲食店 SL-2000-5645

やきとり炭九 標津郡 中標津町東６条北１－３－３　ドミールエルム１Ｆ 飲食店 SL-2000-2074

小柳電機株式会社 標津郡 中標津町大通南２－２ ショッピング JS-0000-3992
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株式会社岩崎電機商会 標津郡 中標津町東８条南１－１ ショッピング JS-0003-9218

有限会社松実自動車 標津郡 中標津町東１５条北１－３ サービス JS-0002-8654

ホワイト急便 ビッグハウス店 標津郡 中標津町東１８条南１０－２　ビッグハウス中標津店１Ｆ サービス JS-0005-2654

カラオケ＆ cafeDENDEN 標津郡 中標津町東１条北１－１ その他 JS-0005-5085

回転寿司 トピカル 富良野市 若松町９－５ 飲食店 JS-0005-9094

味の店 ふじ家 富良野市 日の出町７－１８ 飲食店 JS-0000-2268

ピザテン・フォ－　北海道富良野店 2 富良野市 幸町７－３１　　 ショッピング PK-0000-8291

フラノバーガー 富良野市 東鳥沼１ ショッピング JS-0000-6924

ラベンダ－ショップもりや 富良野市 日の出町２－１　　 ショッピング PK-0000-8418

メガネ・補聴器のタカラヤ 富良野市 本町１－２０　 ショッピング SL-2000-2999

Hair Cut Hallel 富良野市 若松町１６－１８ サービス JS-0000-5089

遊ランド 富良野店 富良野市 弥生町５－５０ その他 JS-0003-3438

はなまる亭 北見市 山下町１－１－３１ 飲食店 JS-0002-0931

寿司割烹 粋里 北見市 山下町３－３－３ 飲食店 JS-0002-0059

穂高牧場 北見市 春光町１－４９－４ 飲食店 JS-0002-6954

うまいっしょ家 北見市 春光町１－４９－７ 飲食店 JS-0000-9945

炭火家 小泉店 北見市 小泉２１８ 飲食店 JS-0001-6534

個室居酒屋だん 北見市 西富町１－１－７　ＭＯＲＥ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1981

なつ屋 北見市 美山町西５－４７－４２ 飲食店 JS-0003-6653

居酒屋 海賊 北見市 北５条西２　５条ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5175

Pizzeria bar OTTO 北見市 北５条西２　サンロードハイツ１Ｆ 飲食店 AL-0000-0108

居酒屋竹ちゃん 北見市 北５条西２－１８－３　２Ｆ 飲食店 JS-0001-0777

セルフダイニングあげあげ 北見市 北５条西３－１２－１　長岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4254

北見ホルモンぶんたろう総本店 北見市 北５条西３－１３－２　福泉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9392

saloon bar kukumu 北見市 北５条西３－１３－２　福泉ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-1172

北見ホルモン ぶんたろう 5 条店 北見市 北５条西３－１６－１　オークビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8956

北見ホルモン ぶんたろう 5 条店 北見市 北５条西３－１６－１　オークビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1171

Acqua Chiara 北見市 北５条西３－２－１　スカイビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0094

〆藤 北見市 北６条西３－２ 飲食店 JS-0001-7406

かまくら番長 北見市 北６条西４－２－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-6355

創作家庭料理 あのね 北見市 北６条西４－２－２　佐々木ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9367

北見日赤カフェコア 北見市 北６条東２－１ 飲食店 JS-0005-4612

旬肴酒房 朝顔 北見市 北７条西４－１－１ 飲食店 JS-0004-0456

焼肉 ろっこう 北見市 北進町４－１０－２４ 飲食店 JS-0001-3434

炭やき若鶏 鳥ひさ 北見市 本町５－１－１４　大谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1688

三香園 北見市 とん田西町３７８－５　　 ショッピング ZN-2000-0154

ヤーンショップ藤 北見店 北見市 桜町３－６３－１ ショッピング JS-0004-3987

フラワーショップフミ桜町店 北見市 桜町６－２－４　スーパーアークス桜町店内 ショッピング JS-0003-6048

フラワーショップフミ小泉店 北見市 小泉２０９－３　ビッグハウス小泉店内 ショッピング JS-0003-6051

伊藤家石材北見店 北見市 小泉４２６－２ ショッピング JS-0000-4331

フラワーショップフミ三輪本店 北見市 西三輪３－７３７－６３ ショッピング JS-0003-6052

きつい商会 北見市 柏陽町５５７－１３８ ショッピング JS-0005-2053

サロン・ド・グロウ北見店 北見市 美芳町９－１－８　グリーンピットシティ１－２号室 ショッピング JS-0004-7535

桑原電装 北見市 豊地１－１２ ショッピング JS-0000-2340
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北見赤十字（衛材）病院売店 北見市 北６条東２－１ ショッピング JS-0005-4135

キリヤ釣具店 北見市 北進町４－３－５ ショッピング JS-0003-5510

えらばれ屋 北見市 緑町１－１－２ ショッピング JS-0003-2518

ホワイト急便 北見本店 北見市 栄町１－８－２ サービス JS-0005-2439

クリーンラインナリナカ ラルズ北光店 北見市 錦町１７５－１ サービス JS-0005-4313

hairmakefun．time 北見市 三楽町１１７－１　南側店舗　　 サービス ZN-0002-9674

ホワイト急便 三楽店 北見市 三楽町１－６ サービス JS-0005-2436

ホワイト急便 北見寿店 北見市 寿町３－２－２２ サービス JS-0005-3064

美容室 HOMME 北見市 寿町３－２－２７　　 サービス ZN-2000-3081

クリーンラインナリナカ コープきよみ店 北見市 清見町７０－１ サービス JS-0005-4310

カーエスト 北見市 西三輪７－７１９－２２ サービス JS-0003-4092

らーめん和 大曲店 北広島市 大曲幸町３－４－８ 飲食店 JS-0005-8318

スープカレー天竺北広島店 北広島市 中央５－７－５ 飲食店 JS-0001-2047

Farmers Cafe 北広島市 輪厚５３１ー７　 飲食店 SL-2001-1190

ショッピングきたひろ 衣料部 北広島市 栄町１－４－４ ショッピング JS-0004-9906

ヤマキ鈴木商店 北広島市 共栄町１－１－１４ ショッピング JS-0004-6991

タイヤショップ札夕 北広島市 西の里３９８－４ ショッピング JS-0000-9485

カークラフト 北広島市 西の里南１－１－１１ ショッピング JS-0000-4206

カーズワン 北広島市 大曲工業団地１－１－３２ ショッピング JS-0004-4625

グラスイズム インターヴィレッジ大曲店 北広島市 大曲幸町６－１　インターヴィレッジ大曲１Ｆ ショッピング JS-0002-2052

こどもメイト販売社 北広島市 大曲並木３－１８－１４　　 ショッピング PK-0000-8981

アトリエ MIZU 北広島市 大曲末広５－１－７ ショッピング JS-0001-2058

栄デンキ株式会社 北広島市 里見町４－１－１ ショッピング JS-0004-0541

M ー flower 北広島市 里見町５－５－１ ショッピング JS-0004-6884

ニーウンペツガラス美術研究所 北広島市 輪厚３０８ ショッピング JS-0002-6423

エーデルワイスファーム 北広島市 輪厚５３１ー７　 ショッピング SL-2001-1041

AUTO GARAGE WATANABE 北広島市 西の里南１－２－１０ サービス JS-0004-1469

北川自動車工業 北広島市 大曲工業団地２－２－６ サービス JS-0002-1711

大曲動物病院 北広島市 大曲中央３－２－１ サービス JS-0001-3227

クリーニング ace 北広島店 北広島市 中央３－２－４　コープさっぽろ北広島店内 サービス JS-0005-8253

カーサポートケーティ 北広島市 東共栄１－１９－７ サービス JS-0003-0720

エーナイン マックスバリュ北広島店 北広島市 美沢４－１－２ サービス JS-0005-6072

Urun Plus 北広島店 北広島市 美沢４－１－２　マックスバリュ北広島１Ｆ サービス JS-0002-7830

カージャストワタナベ 北広島市 北の里２３２ サービス JS-0004-4819

ヘアーショップ ドルフィン 北広島市 北進町１－５－５ サービス JS-0000-8632

のとや七重浜 北斗市 七重浜７－１５－１４ 飲食店 JS-0005-8333

しゃぶ匠 七重浜店 北斗市 七重浜７－３－２８ 飲食店 JS-0005-7636

柳屋コープほくと店 北斗市 久根別２－２８－１ ショッピング JS-0005-5112

福助 函館北斗店 北斗市 七重浜４－２１－９ ショッピング JS-0003-9477

OA ランド 函館店 北斗市 七重浜４－４０－１ ショッピング JS-0002-5682

三宝紗 北斗市 七重浜７－１４－１ ショッピング JS-0003-6086

シューズショップ フレンズ 北斗市 七重浜７－１４－１　トライアル１Ｆ ショッピング JS-0004-9997

イルカサーキット 北斗市 中山１０９－３ ショッピング JS-0004-8840

レインボー薬局 上磯店 北斗市 久根別１－２６－８ サービス JS-0000-6334
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esbyGrandHairMakeNOA 北斗市 久根別２－３－１７ サービス JS-0004-0809

hairDistortion 北斗市 七重浜２－１－８ サービス JS-0003-7890

サハラ自動車 北斗市 七重浜７－１－１５ サービス JS-0000-3390

美容室エンジェルハーツ 北斗市 七重浜７－８ー２６ サービス SL-2000-0172

太陽自動車工業 北斗市 七重浜８－１－２２ サービス JS-0002-1386

フルラインズ 北斗市 七重浜８－１－２３ サービス JS-0003-1676

SAMAUTO 北斗市 七重浜８－８－７ サービス JS-0002-7724

函館自動車整備センター 北斗市 七重浜８－９－１ サービス JS-0000-1334

HAIR ＆ SPA Soranico 北斗市 中野通１９９－６ サービス JS-0002-4110

学園通り 北斗犬ねこ病院 北斗市 中野通３－２２－１ サービス JS-0001-1657

あおば動物病院 北斗市 追分２－５１－９ サービス JS-0003-1928

オートガレージ車屋 北斗市 東前１５－１０ サービス JS-0002-7129

北洋舎クリーニング北斗店 北斗市 東浜２－４－８ サービス JS-0005-4583

レインボー薬局 大野店 北斗市 本町２－７－１ サービス JS-0000-6346

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 その他 SL-2000-4088

ルピュア 北斗店 北斗市 七重浜７－１４－１　スーパーセンタートライアル内 その他 SL-2000-9669

風土ダイニング 灯桜 名寄市 西２条南５－１５－３ 飲食店 JS-0004-1408

DiningBar R’s 名寄市 西３条南５－１４－１　サンビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0004-4813

焼鳥居酒屋まいど 名寄市 西３条南５－９ 飲食店 JS-0005-9137

笑楽厨房 なごみ庭 名寄店 名寄市 西４条南４－８ 飲食店 JS-0003-3683

和 きたほる、名寄店 名寄市 西４条南６－５　メディック２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1337

AOZORA 料理店 名寄市 大通北３－１７ 飲食店 JS-0004-9996

靴・スポーツのすま 名寄市 西１条南６－２２－４　 ショッピング SL-2000-3886

MATSUI MOTOR 名寄市 徳田１５０－７ サービス JS-0002-2298

ホワイト急便 名寄徳田店 名寄市 徳田８８－１　徳田ショッピングセンター１Ｆ サービス JS-0005-3363

居酒屋 かこゐや 網走郡 美幌町栄町１－５－１ 飲食店 JS-0002-1681

ターミナルショップ 村一番 網走郡 大空町女満別中央２０１－３　空港ビル内 ショッピング JS-0003-6054

e － style 美幌店 網走郡 美幌町大通北１－３－１ その他 JS-0002-7647

なつかし屋 網走店 網走市 駒場北５－８３－１ 飲食店 JS-0000-2190

焼肉 マルイシ 網走市 駒場北５－８３－１０ 飲食店 JS-0001-4772

焼肉くらぶ てやん 網走市 南３条西２－９ 飲食店 JS-0001-7430

酒菜亭 喜八 網走市 南４条西３－７－１ 飲食店 JS-0005-5775

クリ－ニングポポ　駒場店 網走市 駒場南８－８７　　 ショッピング PK-0000-7998

cafe ＆ cake 風花 網走市 呼人１２１－７ ショッピング JS-0004-1667

みなみな 網走市 呼人１７４－１２ ショッピング JS-0002-1259

ピザテン・フォ－　北海道網走店　2 網走市 新町２－４－９　　 ショッピング PK-0000-8677

こが病院売店 網走市 潮見１５３－１ ショッピング JS-0005-3953

ポポショップ北 6 条 網走市 北６条西２－１６－１　　 ショッピング PK-0000-7999

クリーンライン北光舎 シティあばしり店 網走市 駒場北６－５－１ サービス JS-0005-5910

Fun ー Space 網走市 南４条東１－１４　フロムワンＥＡＳＴビル その他 JS-0005-0081

有限会社サウンドハウスエービック 目梨郡 羅臼町本町３－５ ショッピング JS-0000-3774

ミルク ホール 紋別郡 興部町北興１１６－２ 飲食店 JS-0000-6952

クリーンラインナリナカ コープみなみ店 紋別郡 遠軽町南町３－３－１２ サービス JS-0005-4311

cafe plus A 紋別市 元紋別７　 飲食店 SL-2000-9524
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レストランあんどう 紋別市 幸町５－１－２４ 飲食店 JS-0004-2605

焼肉の里 なんしる 紋別市 幸町５－２－２１ 飲食店 JS-0000-8552

勘寿司 紋別市 幸町６－１ 飲食店 JS-0000-6847

飲み喰い処 ふる里 紋別市 幸町６－２－１４ 飲食店 JS-0003-7583

焼肉 酒庵 仲川 紋別市 幸町６－２－１８ 飲食店 JS-0004-0699

洋風居酒屋 ぼんでん 紋別市 幸町６－３－８ 飲食店 JS-0000-0459

呑み喰い処 酒々屋 紋別市 幸町７－２－３ 飲食店 JS-0005-7667

家庭料理 おもちゃ箱 紋別市 本町６－１－２１　ニュー銀ビル２号館１Ｆ 飲食店 JS-0000-0270

居酒屋 じん兵衛 紋別市 本町６－４－２６　双葉館１Ｆ 飲食店 JS-0000-6842

夢咲場 桜 SpiRits 紋別市 本町７－１－１　桜塾ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9042

北海道オホーツク村 紋別空港店 紋別市 小向１９－３　オホーツク紋別空港ビル内 ショッピング JS-0000-5372

広域紋別病院売店 紋別市 落石町１－３－３７ ショッピング JS-0005-4126

ピザテン・フォ－　北海道紋別店　1 紋別市 落石町４－１７　　 ショッピング PK-0000-8823

ワコードライセンター 南ヶ丘本店 紋別市 南が丘町３－５－３４ サービス JS-0004-7613

ワコードライセンター 本町店 紋別市 本町１－１－２２ サービス JS-0004-7557

遊ランド紋別店 紋別市 本町４－１－３５　第一興商ビル２Ｆ その他 JS-0002-7592

株式会社ミノルカンパニー 野付郡 別海町別海１１８－２７　 ショッピング SL-2000-4725

でんきのサトウ 野付郡 別海町別海川上町２－３１ ショッピング JS-0005-4580

炭火焼肉 かくれや 勇払郡 安平町早来大町１２０　 飲食店 SL-2000-4881

旬彩炉端 伸太 勇払郡 占冠村上トマム２４１４－１０ 飲食店 JS-0003-6514

あづま成吉思汗本舗 勇払郡 厚真町表町３　 ショッピング SL-2000-2196

梅原商店 勇払郡 厚真町本町４０－２　　 ショッピング PK-0000-8237

厚真オートサービス 勇払郡 厚真町本郷２４２ サービス JS-0000-0874

新山 有珠郡 壮瞥町昭和新山１８４－１ ショッピング JS-0002-1655

レストラン アース 夕張郡 栗山町桜丘１－７４－２４ 飲食店 JS-0004-7879

あいすの家栗山店 夕張郡 栗山町桜丘２－３８－１８ 飲食店 JS-0005-7499

花と緑の部屋 たかはしダリア栗山本店 夕張郡 栗山町中央３－４４ ショッピング JS-0005-5551

アクト調剤薬局 夕張郡 長沼町中央南１－６－２３ ショッピング JS-0005-1662

クリーニング ace ラッキー栗山店 夕張郡 栗山町松風３－１１５ サービス JS-0005-3517

株式会社銅道電気 夕張郡 由仁町三川旭町２４７ その他 SL-2000-1130

マイショップおおた 夕張市 末広１－４６　 ショッピング SL-2001-0360

余市ワイナリーレストラン 余市郡 余市町黒川町１３１８ 飲食店 JS-0001-7144

IZAKAYA DINING いっ徳 余市郡 余市町大川町１７－５－２ 飲食店 JS-0004-4115

柿崎商店 余市郡 余市町黒川町７－２５ ショッピング JS-0000-9046

CAR LIFE 余市郡 余市町沢町４１６ ショッピング JS-0000-5131

impres 余市郡 余市町大川町１７－５－１ サービス JS-0001-5980

レインボー薬局 余市店 余市郡 余市町大川町６－９２－７ サービス JS-0000-6409

プロショップかわぐち 余市郡 余市町浜中町２１５－１　 その他 SL-2000-0599

美容室ピアヤマモト 錦町店 様似郡 様似町錦町１０－２ サービス JS-0001-6925

C レストラン 留萌市 錦町１－１－１９ 飲食店 JS-0000-1861

シャノアール 留萌市 錦町２－１－１０ 飲食店 JS-0004-7013

Izakaya 喬 kyo 留萌市 錦町３－１－１８ 飲食店 JS-0002-4667

田中青果 留萌市 栄町２－３－２１ ショッピング JS-0000-4475

細川仏壇花店 留萌市 開運町２－１－１９ ショッピング JS-0005-6857
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ファーストスポーツ 留萌市 開運町２－１－３３ ショッピング JS-0005-8999

ルモンド 留萌市 錦町３－１－６ ショッピング JS-0001-8578

吉崎レコード楽器店 留萌市 錦町３－２－４５ ショッピング JS-0002-3734

矢野写真館 留萌市 錦町２－３－２１　　 サービス ZN-0003-1668

株式会社サナダ自工 留萌市 住之江町１－５８ サービス JS-0002-2735

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 SL-2000-0720

（資）ウロコイ辻薬店 檜山郡 江差町姥神町７７　合資会社ウロコイ辻薬店内 その他 SL-2000-7420


