
1 2020/8/5

［札幌市清田区］

加盟店名 所在地 ジャンル

やきとり居酒屋手羽ーらんど 札幌市清田区 真栄１条２－１－６　カネコビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9678

鮨処おだじま 札幌市清田区 真栄１条２－２－２２ 飲食店 JS-0004-5747

Mio Vino 札幌市清田区 真栄５条５－１－１２ 飲食店 JS-0001-8450

金獅子のヤキニク 清田本店 札幌市清田区 清田１条１－５－１　プレイスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9541

彩月〔SAIGETSU〕 札幌市清田区 清田２条２－１－３２　プチマイパーク１Ｆ 飲食店 JS-0001-4553

羅山 清田本店 札幌市清田区 清田２条２－１４－５０　 飲食店 SL-2000-8649

とんかつ玉藤清田店 札幌市清田区 清田２条２－１６ 飲食店 JS-0002-4526

くどうふぁーむ 札幌市清田区 清田２条３－１８１－１　ダイイチ清田店１Ｆ 飲食店 SL-2001-1997

焼肉 景勝苑 札幌市清田区 清田３条２－７－６ 飲食店 JS-0000-3223

すし仁 札幌市清田区 清田７条１－９ー２１　 飲食店 SL-2000-3244

株式会社宮田屋珈琲美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘２条１－６－７ 飲食店 JS-0005-7788

寿し処 平岡寿し田 札幌市清田区 平岡１０条１－８－１ 飲食店 JS-0005-3717

スープカレー天竺札幌清田本店 札幌市清田区 平岡１条１－７－１ 飲食店 JS-0001-2048

炭火焼肉韓国厨房 ちゃんぐん平岡亭 札幌市清田区 平岡２条５－２－６５　イオンタウン内 飲食店 JS-0001-5125

ジューシーディッシュ焼肉かざん 札幌市清田区 平岡公園東１－１２－２９ 飲食店 JS-0003-9135

四季鮮菜 旬屋 北野店 札幌市清田区 北野２条３－２ 飲食店 JS-0001-1406

吟海 札幌市清田区 北野７条１－７－１０　長井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0874

喜多乃寿司 札幌市清田区 北野７条２－１２－２５ 飲食店 JS-0000-3071

炭火焼肉 dining おかいま屋 札幌市清田区 里塚１条２－１８－２ 飲食店 JS-0001-6467

はんこ屋さん 21 清田店 札幌市清田区 清田１条４－５－１　　 ショッピング ZN-0001-3597

G ー cafe’ 札幌市清田区 清田２条１－１－２０ ショッピング JS-0005-0424

タイヤワールド館ベスト 清田店 札幌市清田区 清田４１０－２　アクロスプラザ清田内 ショッピング JS-0003-4319

VNC 札幌市清田区 美しが丘１条１－２－１ ショッピング JS-0001-7435

スポーツ Re ショップ 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条４－１－１２ ショッピング JS-0004-3556

石上車輌 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条４－１－１２ ショッピング JS-0004-3664

マイカーランドイシガミ 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘１条４－１－１８ ショッピング JS-0004-3740

お菓子のドルチェヴィータ 札幌市清田区 美しが丘２条２－９－１０　 ショッピング SL-2000-1135

ワミレス美しが丘 ferie 札幌市清田区 美しが丘２条４－５－５ ショッピング JS-0005-1094

二木ゴルフ 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘４条７－１－５　 ショッピング AX-2000-0042

ジーベック 平岡店 札幌市清田区 平岡４条１－４３－９ ショッピング AL-0000-0031

アウトレットモノハウス 平岡店 札幌市清田区 平岡７条３－１８－１５ ショッピング JS-0004-5423

エルドール 平岡店 札幌市清田区 平岡９条１－８－１ ショッピング JS-0001-0334

アンビエントショップ 札幌市清田区 平岡公園東１－１１－８ ショッピング JS-0004-2341

柳月 コープさっぽろ平岡店 札幌市清田区 平岡公園東３－１－５ ショッピング JS-0000-6084

AUTO PLAN 札幌市清田区 里塚１条１－１－１４ ショッピング JS-0000-0887

パークゴルフ専門店 パークハウス 札幌市清田区 里塚２条６－１－３　里塚ノースヴィレッヂ２Ｆ ショッピング SL-2000-5435

福助 平岡公園通り店 札幌市清田区 里塚緑ヶ丘５－１－２０ ショッピング JS-0004-1281

安全ガラス札幌 札幌市清田区 真栄２条１－１１－２４ サービス JS-0002-1532

日東リースヤマカミ 札幌市清田区 真栄２条１－１３－１６ サービス JS-0004-9276

くすりのもりた 清田店 札幌市清田区 清田１条４－１－５５ サービス JS-0003-7658

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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モトカーズ 札幌市清田区 清田２条１－１５－３３ サービス JS-0002-2550

石上車輌の整備工場 札幌市清田区 美しが丘１条４－１－１３ サービス JS-0004-3665

Garage 佐藤 札幌市清田区 美しが丘１条８－６－１２ サービス JS-0003-7791

美容室 HAIR’S calm 札幌市清田区 美しが丘２条２－９－６　 サービス SL-2000-0759

ケンモータース 美しが丘店 札幌市清田区 美しが丘３条３－７－１２ サービス JS-0005-3718

エンパイアー 美しが丘中央店 札幌市清田区 美しが丘３条５－９ サービス JS-0003-4518

BeBe d’rejouie 札幌市清田区 美しが丘３条５－９　ＳＴＡＧＥ２ サービス JS-0000-4746

美しが丘緑薬局 札幌市清田区 美しが丘４条５－３－１６ サービス JS-0001-0272

RuesBell ～ HairDesign ～ 札幌市清田区 美しが丘４条５－７－２０ サービス JS-0000-4186

第一自工 札幌市清田区 平岡２条４－２－２７ サービス JS-0004-7541

Crucru クルクル 札幌市清田区 平岡３条２－１０－２５ サービス JS-0003-8047

ヘア・ステージ SunnySpot 札幌市清田区 平岡３条４－２－１１ サービス JS-0003-1449

hair room antibe 札幌市清田区 平岡３条６－１－４７ サービス JS-0003-4603

なかむら動物病院 札幌市清田区 平岡３条６－１５－１３ サービス JS-0004-1006

エンパイアー パルク店 札幌市清田区 平岡７条３－１８ サービス JS-0003-4516

エンパイアー リーヴ平岡店 札幌市清田区 平岡９条１－１０－５ サービス JS-0003-4519

NAOFIIL 平岡店 札幌市清田区 平岡９条１－１－１　ブールヴァール平岡１Ｆ サービス JS-0002-4162

エーナイン コープさっぽろ平岡店 札幌市清田区 平岡公園東３－１－５　コープさっぽろ平岡店１Ｆ サービス JS-0003-9284

ARTKAPILA 平岡店 札幌市清田区 平岡公園東３－９－１　　 サービス ZN-0001-3918

きたのケア整骨院 札幌市清田区 北野３条１－１２－１ サービス JS-0003-2714

トリミングルーム FATE 札幌市清田区 北野３条３－１－９ サービス JS-0002-5750

虹屋ヘアープロフェッショナル 札幌市清田区 北野３条３－２－６６ サービス JS-0001-9159

fiji － a 札幌市清田区 北野３条５－２５－１５　山口ビル１Ｆ サービス JS-0000-8159

すたじお わくら 札幌市清田区 北野４条３－１－３７　南雲ビル１Ｆ サービス JS-0001-1702

COMES hair 南郷店 札幌市清田区 北野７条１－７－１７　ライザ２１月寒東１Ｆ サービス JS-0001-9089

hairFUN 札幌市清田区 里塚緑ヶ丘９－１１－１ サービス JS-0002-3283

T ＆ S Garage 札幌市清田区 清田２条３－１－４０ その他 JS-0003-4338

くどう珈琲 札幌市清田区 平岡９条１－８－１１　 その他 SL-2001-1861


