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鉄板小町 札幌市南区 澄川３条２－３－６ 飲食店 JS-0002-1950

海鮮道楽 たくみ 札幌市南区 澄川３条６－３－３　定鉄ドエル真駒内１Ｆ 飲食店 JS-0004-1324

鮨と和食 英二 札幌市南区 澄川４条１－１０－１５ 飲食店 JS-0004-0107

俺のいざかや 札幌市南区 澄川４条１－１－２５　イマージュビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9852

海鮮炉端焼き 根室祭 札幌市南区 澄川４条１－１－２５　イマージュビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3650

生ラム本舗 札幌澄川店 札幌市南区 澄川４条２－１０－１９　ＥＦエミュオン１Ｆ 飲食店 JS-0002-2672

薩摩地鶏 地鶏亭 札幌市南区 澄川４条２－１０－１９　ＥＦエミュオンＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6349

福よし澄川店 札幌市南区 澄川４条２－１－１　エイコービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3978

Bar Ta KOHAKU 札幌市南区 澄川４条２－２－１８　佐藤ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6885

ひょうきん顔 札幌市南区 澄川４条２－３－１７　ブリリアント澄川１Ｆ 飲食店 JS-0004-5476

鮨なか 札幌市南区 澄川６条３－５－２１　　 飲食店 ZN-0001-3737

よりみち石山中央店 札幌市南区 石山１条３－１－３６ 飲食店 JS-0001-1413

えぞりす meal 札幌市南区 石山２条２－３３－７ 飲食店 SL-2001-0604

豚丼と摩周そば くまうし 川沿店 札幌市南区 川沿１条５－２－３　中野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5985

松尾ジンギスカン 定山渓支店 札幌市南区 定山渓温泉東３－２２８－１８ 飲食店 JS-0000-0674

カフェ＆レストラン ヴィーニュ 札幌市南区 藤野６７０－１ 飲食店 JS-0002-1594

さっぽろ藤野ワイナリー 札幌市南区 藤野６７０－１ 飲食店 JS-0002-1615

MOIWA．三荘 札幌市南区 北ノ沢１８１９－１６０ 飲食店 JS-0000-5298

Konomichi 札幌市南区 常盤６条２－１０７　　 ショッピング PK-0000-8868

タイヤショップサッポロ 札幌市南区 真駒内６１１－１ ショッピング JS-0002-2092

クラップ 札幌市南区 真駒内上町３－２－１４　ポニーショップ　 ショッピング ZN-2000-7151

和光 札幌市南区 真駒内上町３－２－１４　ポニーショップ内 ショッピング SL-2000-0177

タイヤ Like 館真駒内店 札幌市南区 真駒内本町６－３－３ ショッピング JS-0005-8022

東山堂 札幌ショールーム 札幌市南区 澄川３条４－７－１８　ロジェ澄川２Ｆ　 ショッピング ZN-2000-4269

㈱サッポロスキッド 札幌市南区 澄川３条５－２－５　 ショッピング SL-2000-9843

カクキウェンズデイ 札幌市南区 澄川４条２－３－１６　グランパレスＫ ショッピング JS-0002-5661

ケーキハウス ステラ・マリス 札幌市南区 澄川４条３－４－２０　シャトー澄川１Ｆ　 ショッピング SL-2000-6600

Fu ＇ s room 札幌市南区 澄川５条４－２－１　 ショッピング SL-2000-2504

ソフトバンク札幌藤野 札幌市南区 石山２条９－７－５４ ショッピング JS-0002-2068

きものリサイクル＆ギャラリー楓 札幌市南区 石山東２－９－６５ ショッピング JS-0001-0041

有限会社カイザー 札幌市南区 石山東６－１５－１ ショッピング JS-0005-8187

石川燃料商事 札幌市南区 川沿１１条２－２－１０ ショッピング JS-0004-2304

エムエースポーツサービス 札幌市南区 川沿２条４－１－２４ ショッピング JS-0004-4262

パティスリーブリスブリス 札幌市南区 川沿２条５－１－４７ ショッピング AD-0000-0575

柳月 コープさっぽろソシア店 札幌市南区 川沿５条２－３－１０ ショッピング JS-0000-6057

フジクラ FIT － ON スタジオ札幌 札幌市南区 川沿６条２－２－３２　フジクラＦＩＴ－ＯＮスタジオ札幌 ショッピング SL-2000-8040

石上車輌 藤野店 札幌市南区 藤野２条５－１－５ ショッピング JS-0004-3733

HUG FLOWER’S 藤野店 札幌市南区 藤野２条６－７－１　東光ストア藤野店内 ショッピング JS-0002-8594

楽器／オーディオ買取センター 札幌市南区 藤野３条２－１－５４　第一恵成ビル ショッピング JS-0001-5384

アドベンチャーライフ 札幌市南区 藤野３条６－５－２０　日野浦ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5814
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リサイクルバナナ 藻岩店 札幌市南区 南３９条西１１－１－２０ ショッピング JS-0000-7873

イルム薬局南沢店 札幌市南区 南沢３条４－１－１ ショッピング JS-0005-5278

JS ファクトリー 札幌市南区 北ノ沢１７２７－１５ ショッピング JS-0000-7233

アン・オーク 札幌市南区 北ノ沢１８９７－９０ ショッピング JS-0002-1633

金工舎 札幌市南区 簾舞３条５－８－１９　１Ｆ ショッピング JS-0002-7918

エンパイアー クリスタル店 札幌市南区 真駒内幸町２－１－１２　ミュークリスタル２Ｆ サービス JS-0003-4505

美容室 カンガルーポー 札幌市南区 真駒内上町２－２－１１ サービス JS-0001-3623

ノエル 札幌市南区 真駒内上町３－１－７ サービス JS-0004-1709

ヘアーズ Qoo 札幌市南区 澄川３条１－１１－８ サービス JS-0002-7494

インクリーズヘアー 札幌店 札幌市南区 澄川３条２－５－２５　ＮＯＷＨＩＬＬＢＬＤ２Ｆ サービス JS-0003-8018

エンパイアー 澄川店 札幌市南区 澄川４条２－２－６　マックスバリュ澄川店１Ｆ サービス JS-0003-4506

札幌緑が丘動物病院 札幌市南区 澄川５条１１－２－２ サービス JS-0003-2470

アルストロメリア 札幌市南区 澄川５条４－３－８　澄川トーシンビル１ サービス JS-0002-0004

エンパイアー 生協西岡店 札幌市南区 澄川６条４－１－１　コープさっぽろ西岡店１Ｆ サービス JS-0003-4507

イン東京 石山店 札幌市南区 石山２条９－７－５５ サービス JS-0000-1423

川沿小動物医院 札幌市南区 川沿１０条２－１－７ サービス JS-0001-5353

エンパイアー ラッキー川沿店 札幌市南区 川沿１２条２－１－１５　ラッキー川沿店 サービス JS-0003-4511

有限会社心泉スモールクラブ 札幌市南区 川沿４条５－９－１２ サービス AD-0000-0774

菅原整骨院 札幌市南区 中ノ沢１－２－１２ サービス JS-0005-3575

レオン 藤野店 札幌市南区 藤野２条８－１－５ サービス JS-0002-5082

南札幌動物病院 札幌市南区 藤野３条１１－１０－２８ サービス JS-0004-1904

エンパイアー 藤野店 札幌市南区 藤野３条５－５－２３ サービス JS-0003-4508

パナッシュ・ヘアー 札幌市南区 南３４条西１０－３－３０ サービス JS-0003-1321

セブンティスリークラフト 札幌市南区 白川１８１４－１０８４ サービス JS-0002-7077

エンパイアー 札幌南支店 札幌市南区 北ノ沢１７２８ サービス JS-0003-4504

ボデーショップ前橋 札幌市南区 石山２条９－１４－２４ その他 JS-0003-3629

MTgarage 札幌市南区 中ノ沢１７６７－５ その他 JS-0004-0308

定山渓物産館 中央店 札幌市南区 定山渓温泉西３－１３　 その他 SL-2001-1090

定山渓物産館 札幌市南区 定山渓温泉西４－３４３　 その他 SL-2001-1089


