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加盟店名 所在地 ジャンル

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 JS-0003-5782

酒房山崎 札幌市厚別区 厚別中央２条３－５－１　ファーストビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-7160

炭火焼 まいか 札幌市厚別区 厚別中央２条５－２－２５　六興ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6737

港町酒場もんきち商店 新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－２－２５　六興ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1909

産直大衆ビストロ SACHI 新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－３－１　ワイエスビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2362

親子パンチ居酒屋店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－３－４３　 飲食店 ZN-0001-4001

北海道まるごとダイニングうまいっしょ 札幌市厚別区 厚別中央２条５－６－１　　 飲食店 ZN-0001-3791

うおせん番屋 札幌市厚別区 厚別中央２条５－６－１　新札幌名店街１号館２Ｆ 飲食店 JS-0005-2811

利休  新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－６－１　新札幌名店街１号館２Ｆ 飲食店 SL-2000-6717

食事処 かすり 札幌市厚別区 厚別中央２条５－８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4022

厚別 がんこ鮨 札幌市厚別区 厚別中央３条３－１－３ 飲食店 JS-0001-3419

海鮮料理 魚鮮 札幌市厚別区 厚別中央３条４－６ 飲食店 JS-0005-1254

居酒屋どんどん 札幌市厚別区 厚別東１条６－２－８ 飲食店 JS-0004-3033

四季のおもてなし 蔵 札幌市厚別区 厚別東５条３－２４－１０７４ 飲食店 JS-0004-7291

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 JS-0002-1461

花ぶさ 札幌市厚別区 厚別南２－１１－２ 飲食店 JS-0004-7870

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 JS-0002-5170

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 JS-0001-6683

オーロラ薬局森林公園店 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 JS-0006-0162

ファーマーズカフェ ジュニック 札幌市厚別区 青葉町９－２－７ 飲食店 JS-0000-6773

紅燈籠 大谷地店 札幌市厚別区 大谷地東３－３－２０　キャポ大谷地１Ｆ 飲食店 JS-0000-6111

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 飲食店 JS-0003-5889

焼肉たんか 大谷地本店 札幌市厚別区 大谷地東４－１－２　しんたくターミナルビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4537

フォーツリー 札幌市厚別区 厚別西３条１－１２－２８ ショッピング JS-0001-4709

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 JS-0001-7106

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 JS-0001-3225

ちゅう房専科 厚別通り店 札幌市厚別区 厚別西５条１－１５ ショッピング JS-0002-5908

トレジャー王国 厚別西店 札幌市厚別区 厚別西５条１－１５ ショッピング JS-0004-0895

ナウ 札幌市厚別区 厚別西５条６－２－３ ショッピング JS-0000-0596

新札幌中央薬局 札幌市厚別区 厚別中央２条４－９－１５ ショッピング JS-0006-0161

宮文刃物店 新さっぽろ店 札幌市厚別区 厚別中央２条５－７－２　サンピアザＢ１Ｆ ショッピング JS-0005-8271

ホシ薬局本店 札幌市厚別区 厚別中央３条３－１７－３３ ショッピング JS-0003-5075

トップ新札幌店 札幌市厚別区 厚別中央３条５－８－７　源田ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-7706

トップコーポレーション 札幌市厚別区 厚別町山本７５１－１８ ショッピング JS-0003-5988

［HC］有限会社レッツあつべつ 札幌市厚別区 厚別南４－１５－１ ショッピング JS-0001-8710

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 JS-0001-4669

広伸 札幌市厚別区 上野幌２条１－１－３ ショッピング JS-0005-7876

ニューフレンドリー 札幌市厚別区 大谷地西１－３－５ ショッピング JS-0003-5211

札幌ブック・ガーメントセンター 札幌市厚別区 大谷地西１－６－５　到着センター内 ショッピング JS-0004-2063

CE サロン Kanon 札幌市厚別区 大谷地東３－１－１　シンエー大谷地ビル２Ｆ ショッピング JS-0005-6944
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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 JS-0003-0922

いせき動物病院 札幌市厚別区 厚別西２条１－３－７ サービス JS-0004-8818

サクセス イノベーション 札幌市厚別区 厚別西２条３－７－１６ サービス JS-0003-4548

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２Ｆ サービス JS-0003-9935

エンパイアー 厚別西店 札幌市厚別区 厚別西５条５－１－２５ サービス JS-0003-4520

エンパイアー 厚別中央店 札幌市厚別区 厚別中央１条７－１７－１ サービス JS-0003-4517

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 JS-0003-0529

Tiele 札幌市厚別区 厚別中央２条５－３－２７　ロジェ新さっぽろ１Ｆ サービス JS-0002-0362

ATRANTIS 札幌市厚別区 厚別中央２条５－３－４０　セキボウビル２Ｆ サービス JS-0001-4626

PD VISEO 札幌市厚別区 厚別中央２条５－６－３　ＤＵＯ５Ｆ サービス JS-0005-5724

AGALICO 札幌市厚別区 厚別中央２条６－１－４１　ペーニャ新札幌駅前１Ｆ サービス JS-0000-4403

クリーニングエース 厚別中央店 札幌市厚別区 厚別中央３条３－１－１ サービス JS-0005-3615

ArtKapila 厚別店 札幌市厚別区 厚別中央４条４－３－７　　 サービス ZN-0001-4030

いいのペットクリニック 札幌市厚別区 厚別東１条６－１－３ サービス JS-0004-1283

エンパイアー 札幌東支店 札幌市厚別区 厚別東２条１－２－２１ サービス JS-0003-4513

エンパイアー 厚別店 札幌市厚別区 厚別東２条１－２－２１ サービス JS-0003-4514

クリーンスター 厚別本店 札幌市厚別区 厚別東５条１－３－１ サービス JS-0005-3662

e －スタイルひばりヶ丘店 札幌市厚別区 厚別南１－１－２４　栗崎ビル２Ｆ サービス JS-0002-0449

ジーナ 札幌市厚別区 厚別南２－２－２２　ヴィビひばりが丘 サービス JS-0000-0491

La vie est belle 札幌市厚別区 厚別南２－５－５　京屋ビル１Ｆ サービス JS-0001-7347

クリーニングエース 厚別南店 札幌市厚別区 厚別南６－１ サービス JS-0005-3583

エンパイアー 上野幌店 札幌市厚別区 上野幌３条３－１６－１０ サービス JS-0004-0766

イン東京 上野幌店 札幌市厚別区 上野幌３条４－１９－２０ サービス JS-0000-1426

HAIRPLACEGROOVE 札幌市厚別区 青葉町１５－１４－１８　　 サービス ZN-2000-6999

テクニカルオート 札幌市厚別区 大谷地東１－４－２０ サービス JS-0003-4310

クリーンスター 大谷地本店 札幌市厚別区 大谷地東２－２－１４ サービス JS-0005-3654

bliss hair case 札幌市厚別区 大谷地東２－３－３０　松下ビル２Ｆ サービス JS-0003-6482

マウルール 札幌市厚別区 大谷地東５－２－８　サンレジデンス１０１　 サービス ZN-2000-6707

軽自動車館新さっぽろ店 札幌市厚別区 厚別中央２条３－８－１３ その他 JS-0003-4414

フナモト薬房 札幌市厚別区 厚別南５－２－１９－１０２　 その他 SL-2000-7478


