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かりき横丁 札幌市東区 東苗穂６条２－１３－３０　グランドマンション１Ｆ 飲食店 JS-0004-9830

和み dining 笑琉 札幌市東区 東苗穂６条３－５－１ 飲食店 JS-0001-6448

居酒屋 幸せ三昧 札幌市東区 伏古４条４－１－５　１Ｆ 飲食店 JS-0000-2927

すし栄 札幌市東区 伏古４条５－１－２０ 飲食店 JS-0001-4675

海鮮居酒屋 古新 札幌市東区 伏古８条２－６－２１　パークサイド８・２１Ｆ 飲食店 JS-0005-7084

とんかつ玉藤 伏古店 札幌市東区 伏古８条４－７－１ 飲食店 JS-0003-5659

焼肉 風樹 札幌市東区 伏古８条４－７－１０ 飲食店 JS-0003-0268

粋な居酒屋あいよ 東区役所前店 札幌市東区 北１１条東８－１－３　高岡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5655

ダイニング いずみの 札幌市東区 北１２条東１３－１－５ 飲食店 JS-0003-9962

カフェ びにーず 札幌市東区 北１４条東１６－２－２０　１Ｆ 飲食店 SL-2000-7447

cafe びにーず 札幌市東区 北１４条東１６－２－２０　１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0281

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 JS-0000-9981

en 札幌市東区 北２２条東６－２－１７ 飲食店 JS-0003-6633

ジャンボやき鳥うえき 札幌市東区 北２３条東１３－２－１０　元町ハイツ北２３条１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0133

レストラン ローリエ 札幌市東区 北２４条東１６－１－２１　北山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7574

カフェ カラクリ虎 札幌市東区 北２５条東２１－１－１０　ＳＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4782

やきとり首領 札幌市東区 北２５条東７－２－２２　 飲食店 SL-2000-1143

やきとりボーイ 新道店 札幌市東区 北３３条東１４－４－８ 飲食店 JS-0000-6024

おばんざい処 嘉づき 札幌市東区 北３５条東１５－２－２１ 飲食店 JS-0001-1175

やきとりと地鶏なべ 和み 札幌市東区 北３５条東２６－２－１１ 飲食店 JS-0000-9475

パスタドノール 札幌市東区 北３６条東１５－３－１５　ホテルユキタ１Ｆ 飲食店 SL-2001-0540

カフェ ボイズ 札幌市東区 北３６条東２２－５－８ 飲食店 JS-0004-4896

海旬工房とき屋 札幌市東区 北３８条東８－２－５ 飲食店 JS-0001-4339

寿し心 咲 札幌市東区 北４０条東１６－１－２ 飲食店 JS-0004-7401

島田屋 本店 札幌市東区 北４０条東７－３－１５ 飲食店 JS-0004-7710

旬とお酒 鉄板焼 蔵 札幌市東区 北４１条東１５－２－１２　トーダビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6814

玉藤 北 41 条店 札幌市東区 北４１条東５－２－２０ 飲食店 JS-0003-5184

チャコールグリル古都 札幌市東区 北４２条東１５－２－２０ 飲食店 JS-0003-0032

じゃんぼ 札幌市東区 本町１条２－５－３０ 飲食店 JS-0004-6524

居酒屋くう蔵 札幌市東区 本町１条４－１－８　 飲食店 SL-2000-0049

麺や白 本店 札幌市東区 本町２条３－１０－１５ 飲食店 JS-0005-8400

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 JS-0000-9446

株式会社 クルマン札幌 札幌市東区 丘珠町８６７－１５ ショッピング SL-2000-5172

軽自動車館 札幌東店 札幌市東区 東雁来２条１－１－２４ ショッピング JS-0005-9517

有限会社サタケオート販売 札幌市東区 東雁来６条１－１－５　 ショッピング SL-2000-6061

リサイクルバナナ 東雁来店 札幌市東区 東雁来８条１－１５－１２ ショッピング JS-0001-6373

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 JS-0001-7104

四輪館 札幌市東区 東雁来８条２－１－２４ ショッピング JS-0003-2770

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 JS-0004-3666

アクアショップ 森羅万象 札幌市東区 東苗穂６条３－２－５ ショッピング JS-0000-8766
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花だより 札幌市東区 東苗穂８条１－１８－１　ホクレンフードファーム内 ショッピング JS-0003-6420

親和功房 札幌市東区 東苗穂８条２－３－５１ ショッピング JS-0003-0017

アース・ジャパン査定センター 札幌市東区 苗穂町１６－６－１０ ショッピング JS-0002-4955

職人工房 新道店 札幌市東区 伏古１１条３－１－４５　コープさっぽろ新道店１Ｆ ショッピング JS-0003-1871

パストラル・カーズ伏古店 札幌市東区 伏古３条３－２－９ ショッピング JS-0002-8447

かっぱぎ屋札幌店 札幌市東区 北１２条東４－１－１５　ガーデンコアＮ１２　１Ｆ ショッピング JS-0001-9885

澤井生花店 札幌市東区 北１４条東１３－２－８ ショッピング JS-0002-7425

GOODTIMES 札幌市東区 北１４条東７－１－１０ ショッピング JS-0004-4295

ホクトサービス 札幌市東区 北１５条東２－１－１０　学校法人札幌北斗学園内北斗高校売店 ショッピング JS-0005-8643

HUG FLOWERS 元町店 札幌市東区 北１７条東１６－１－１０　マックスバリュー元町 ショッピング JS-0005-7056

アリノス 札幌市東区 北１７条東２０－４ ショッピング JS-0004-8281

株式会社エニーピース 札幌市東区 北１７条東５－３－７ ショッピング JS-0005-6775

アウトレットモノハウス 北 20 条店 札幌市東区 北２０条東７－２－２８ ショッピング JS-0004-5775

はんこ屋さん 21 札幌北 21 条店 札幌市東区 北２１条東１－４－６ ショッピング JS-0003-5620

福助元町店 札幌市東区 北２３条東２１－２－１６ ショッピング JS-0002-3816

PRODUCT 札幌市東区 北２７条東２２－２－１１ ショッピング SL-2000-5596

北光記念病院売店 札幌市東区 北２７条東８－１－６ ショッピング JS-0005-4250

かぐらじゅ 札幌市東区 北２８条東８－１－１　大畑ビル　 ショッピング SL-2000-2615

ファッションショップ きらり 札幌市東区 北２８条東８－３－３　丸光ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-1332

アットマーク 札幌市東区 北３３条東８－１－１ ショッピング JS-0004-3337

トップセレクション 札幌市東区 北３３条東８－３－８ ショッピング JS-0002-4146

ケーキハウス アルディ 札幌市東区 北３４条東１７－１－２６　札幌新道東ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-7713

東北自動車工業 札幌市東区 北３４条東２６－１－２４ ショッピング JS-0000-2635

CARPRODUCE 愛車館伏古インター店 札幌市東区 北３４条東２８－２－５ ショッピング JS-0001-4019

岩倉自動車販売 札幌市東区 北３４条東８－３－５ ショッピング JS-0003-8828

北村商店 札幌市東区 北３５条東２－４－１ ショッピング JS-0005-5978

ジュリアン栄町店 札幌市東区 北４２条東１６－１－５　イオン札幌栄町店１Ｆ ショッピング AL-0000-0042

クリスタル フォーチュナー 札幌市東区 北４３条東１５－３－２５　１Ｆ ショッピング JS-0000-2055

島田屋精肉店 札幌市東区 北４６条東８－４－３ ショッピング JS-0004-5748

ふたば薬局 札幌市東区 北４６条東９－１－１ ショッピング JS-0004-7591

石田英 株式会社 札幌支店 札幌市東区 北５条東８－１－２４　 ショッピング SL-2000-3293

オルキディア苗穂店 札幌市東区 北７条東１８－２－１０　スーパーアークス苗穂店１Ｆ ショッピング JS-0004-7328

エコリーム 札幌市東区 本町１条１１－１－５ ショッピング JS-0001-5919

プラクラ東区本町店 札幌市東区 本町１条９－１－１２ ショッピング JS-0003-5592

サンポットエンジニアリング 札幌市東区 本町２条１０－１－２５ ショッピング JS-0002-0091

二木ゴルフ 札幌東店 札幌市東区 本町２条２－３－１０　 ショッピング AX-2000-0052

有限会社やじま武道具店 札幌支店 札幌市東区 本町２条４－７－３ ショッピング JS-0003-4306

札清自動車工業 札幌市東区 丘珠町３１６－２ サービス JS-0003-1260

T．C．S グース 札幌市東区 丘珠町６７８ サービス JS-0003-8347

グリーンマン 札幌市東区 中沼町１８１－９ サービス JS-0002-4694

エーナイン 東雁来店 札幌市東区 東雁来１０条３－１－６　ザ・ビッグ東雁来店１Ｆ サービス JS-0003-9334

今野理容院 札幌市東区 東雁来１０条４－１０－１７ サービス JS-0005-8720

シーズ 札幌市東区 東雁来１０条４－２－１８ サービス JS-0003-8708

四輪館 東雁来店 札幌市東区 東雁来１０条４－２－７ サービス JS-0004-4040
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ナチュラル　フォト　クラフト　1 札幌市東区 東雁来８条１－１７－８　　 サービス PK-0000-8999

有限会社ボディークリニック飛鳥 札幌市東区 東雁来町３０９ サービス JS-0002-9218

エスカレラ 札幌市東区 東苗穂１０条２－２１－２１ サービス JS-0003-8238

らくもみプラス 札幌市東区 東苗穂３条２－４－２５　ロイヤル東苗穂３－１Ｆ サービス JS-0004-4510

ARTS HAIR 札幌市東区 東苗穂４条１－１－１ サービス JS-0003-6418

サウスフリー 札幌市東区 東苗穂７条３－６－７ サービス JS-0005-7400

オンリーワン札幌東 札幌市東区 東苗穂８条２－３－４９－２ サービス JS-0003-2429

Hair　Salon　ENZELE 札幌市東区 東苗穂９条３－１７－３　　 サービス PK-0000-8083

ル・シエル 札幌市東区 北１１条東８－１－３　高岡ビル２Ｆ サービス JS-0002-6453

leciel Brazilian wax 札幌市東区 北１１条東８－１－３　高岡ビル２Ｆ サービス SL-2001-0758

NOZAWA 本店 札幌市東区 北１２条東１－１－２２ サービス JS-0003-3542

髪工房 札幌市東区 北１３条東５－１－１ サービス JS-0002-6369

トップライン 光星店 札幌市東区 北１４条東３－１－３０　ビックハウス光星店１Ｆ サービス JS-0001-4797

ヘアープロデュース F 札幌市東区 北１５条東３－１－３０ サービス JS-0000-4436

SOLBA HAIR 札幌市東区 北１７条東１５－４－３０　鴻基ビル２Ｆ　 サービス SL-2001-0534

Magno 札幌市東区 北１７条東２－４－１９ サービス JS-0005-3424

美容室アリエッティ 札幌市東区 北２０条東１４－３－１０－１　 サービス SL-2000-0379

あつき動物病院 札幌市東区 北２１条東１０－２－８ サービス JS-0001-5678

トライブクリエイトサロンバイサーヴ 札幌市東区 北２２条東１５－４－１５　プロスパー元町１Ｆ　 サービス ZN-0001-3998

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 JS-0002-0448

CALDO 札幌市東区 北２３条東１７－３－１１　ＣＡＳＡ元町１Ｆ サービス JS-0001-6348

SERVEnexthair 元町 札幌市東区 北２３条東１８－４－１１　　 サービス ZN-0001-3748

イーストカイロプラクティックオフィス 札幌市東区 北２３条東８－２－３　あららぎビル１Ｆ サービス JS-0002-8874

CROP apex 札幌市東区 北２４条東１６－３－３０　安念ビル２Ｆ サービス JS-0002-5148

クリーニングエース 西友元町店 札幌市東区 北２４条東２０－４－１　西友元町店１Ｆ サービス JS-0005-3596

エンパイアーマックスバリュ北 26 条店 札幌市東区 北２６条東１５－１－２０　マックスバリュ北２６条店１Ｆ サービス JS-0003-4494

クリーンスター 元町店 札幌市東区 北２６条東１９－２－１ サービス JS-0005-3706

美容室 来人 札幌市東区 北３０条東７－３－１９ サービス JS-0002-2768

Sala 美容室 札幌市東区 北３１条東１６－１－５　ゆとり３１－１Ｆ サービス JS-0001-2412

コアフール ソレイユ 札幌市東区 北３１条東１６－２－１ サービス JS-0003-4374

まえたに動物病院 東豊院 札幌市東区 北３２条東１２－１－１０ サービス JS-0001-8991

Good 治療院 札幌市東区 北３４条東１６－１－３０　マックスバリュー新道東 サービス SL-2000-1636

自然療法サロン　空の音 札幌市東区 北３５条東１３－２－１４　　 サービス PK-0000-9154

黎明総合院 札幌市東区 北３５条東１５－１－１７　オーシャンビル１Ｆ サービス JS-0004-7140

クリーンスター 北 36 条東店 札幌市東区 北３６条東２０－２－１ サービス JS-0005-3656

タカハシ自動車販売株式会社 札幌市東区 北３９条東１９－２－１５ サービス JS-0002-7059

エンパイアーザビッグエクスプレス栄町店 札幌市東区 北４１条東１７－４－１　ザビッグエクスプレス栄町店内 サービス JS-0003-4500

ヘアールームカズッチャ 札幌市東区 北４１条東７－３－１８　２Ｆ サービス JS-0002-6448

エンパイアー北 43 条店 札幌市東区 北４３条東１５－３－１６ サービス JS-0003-4498

オニキス札幌店 札幌市東区 北４４条東１－１－２１ サービス JS-0004-8138

カーライフシステム 札幌市東区 北４４条東１－１－２４ サービス JS-0000-4194

8 丁目通調剤薬局 札幌市東区 北４５条東７－３－９ サービス JS-0000-2827

モーターファーム札幌 札幌市東区 北４６条東１９－３－１０ サービス JS-0000-0630

有限会社モーターファーム札幌 札幌市東区 北４６条東１９－３－１０ サービス JS-0005-6024
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オート・メンテナンス札幌 札幌市東区 北４６条東１９－３－３ サービス JS-0000-1722

スターオート札幌東支店 札幌市東区 北４８条東１－１－２７ サービス JS-0002-2803

エンパイアーラッキー北 49 条店 札幌市東区 北４９条東７－２－１０　ラッキー北４９条店内 サービス JS-0003-4495

百合が原動物病院 札幌市東区 北５１条東１５－４－１７ サービス JS-0002-5930

COLOURJACQUES 光星 札幌市東区 北７条東８－１－６　ＦＡ－Ｎ７Ｃ棟ビル サービス JS-0005-6952

グリースモンキー 札幌市東区 北丘珠１条４－３－２１ サービス JS-0003-8758

hair salon Rosso 札幌市東区 本町１条３－６－１６ サービス JS-0001-2901

カラオケボックス グランプリイースト店 札幌市東区 北２３条東７－５－１　グランプリ美香保ビル１Ｆ・２Ｆ エンターテインメント JS-0000-6354

たまゆらの杜 札幌市東区 中沼西１条１－１１－１０ その他 JS-0000-9355

アイフォンクリア メガセンタートライアル伏古店 札幌市東区 伏古１３条３－２１　メガセンタートライアル伏古店１Ｆ その他 SL-2001-1522

おくすりやさんラッキー北 49 条店 札幌市東区 北４９条東７　ラッキー北４９条店１Ｆ その他 SL-2001-0860


