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焼肉人． 札幌市西区 宮の沢２条４－７－８　プラザ三浦１Ｆ 飲食店 JS-0004-5401

御料理 はせ川 札幌市西区 琴似１条１－３－１０　５１２ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6253

囲酒家 みのり 札幌市西区 琴似１条１－５－１３　玉福ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4221

酒食家とりもん 札幌市西区 琴似１条１－６－１９　　 飲食店 ZN-0001-3936

琴似つくね山海 札幌市西区 琴似１条１－７－６　コスモレジデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3888

名前はまだ無い 札幌総本店 札幌市西区 琴似１条２－５－１ 飲食店 JS-0005-1303

炭火や BB 琴似店 札幌市西区 琴似１条２－５－３　ハシモトビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3973

鳥太郎 本店 札幌市西区 琴似１条２－５－６　琴似１番館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9322

ひもの屋 魚太郎 札幌市西区 琴似１条２－５－６　琴似１番館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9323

鮨・居酒屋 矢車 札幌市西区 琴似１条２－６－１５　琴似矢車ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6317

ビストロ・ブルータス 札幌市西区 琴似１条２－６－３ 飲食店 JS-0004-2988

琴似のきんぎょ 札幌市西区 琴似１条３－３－２２　ことにセンタービル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9327

鳥太郎 札幌市西区 琴似１条３－３－２２　ことにセンタービル４Ｆ 飲食店 JS-0005-9730

レストラン エル 札幌市西区 琴似１条３－３－６　ホテルヤマチ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9780

和食 青山 札幌市西区 琴似１条３－３－６　ホテルヤマチ２Ｆ 飲食店 JS-0005-9783

炭火ホルモン 大政 札幌市西区 琴似１条４－２－１５　ニシムラビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3493

ホルモン食堂 琴似店 札幌市西区 琴似１条４－４－１７　浜田ビル 飲食店 JS-0001-5426

寿し 江草 札幌市西区 琴似１条４－４－２１　タケダビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-3503

炭火焼肉 羅山 琴似店 札幌市西区 琴似１条４－４－２７　NY ビル１Ｆ 飲食店 AL-0000-0136

炭火串焼千鳥庵 札幌市西区 琴似１条５－１－２５ 飲食店 JS-0004-7564

焼き鳥なおし 札幌市西区 琴似１条５－４－１８　細川ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-7580

ケンズカフェ 札幌市西区 琴似１条６－４－１８　シバビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0514

炭火焼肉 きらく亭 札幌市西区 琴似１条６－４－２１　琴似１．６マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-9134

島田屋 琴似店 札幌市西区 琴似２条１－３－２　河原ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5457

旬菜 てる 札幌市西区 琴似２条１－３－５　玉田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6911

大衆串横丁てっちゃん 琴似店 札幌市西区 琴似２条１－３－５　玉田ビルクロスロード琴似１Ｆ 飲食店 JS-0003-5633

安積製茶工場 札幌市西区 琴似２条２－２－２０ 飲食店 JS-0000-3666

最盛酒場琴似店 札幌市西区 琴似２条２－２－２２　　 飲食店 ZN-0001-4107

琴似バル 札幌市西区 琴似２条３－１－１７　吹田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3675

雪峰 札幌市西区 琴似２条５－２－２０　彩都パレス 飲食店 JS-0000-3007

ことに大和家 札幌市西区 琴似２条５－２－２４　　 飲食店 ZN-0001-3520

ことに惣 札幌市西区 琴似３条２－７－１１　藤邦会館２１Ｆ 飲食店 JS-0005-6577

かるね屋 札幌市西区 山の手１条１－３－３２ 飲食店 JS-0003-0592

カフェジミーブラウン 山の手店 札幌市西区 山の手２条１２－１１－２７ 飲食店 JS-0004-4525

山の手レンガ 札幌市西区 山の手２条６－１－１４ 飲食店 JS-0002-6801

KU － BUONO 札幌市西区 山の手３条６－１－１０ 飲食店 JS-0004-0877

炭火焼き鳥 我ッ采 札幌市西区 西町北８－１－２ 飲食店 JS-0000-7134

炭火焼肉ダイニング やまや 札幌市西区 西野４条８－１－３ 飲食店 JS-0004-0939

地酒・居酒庵 爐談 札幌市西区 二十四軒１条４－２－２３　加森ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6251

STONE HUNTER 札幌市西区 二十四軒１条４－２－２３　加森ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2464
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BARATIEin24 札幌市西区 二十四軒１条４－５－１６ 飲食店 JS-0001-2268

焼鳥 純平 札幌市西区 二十四軒４条５－１０－１４ 飲食店 JS-0000-3800

和味処 椿 札幌市西区 二十四軒４条５－１０－１４　白潟ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3554

琴似ジンギスカンひつじっこ 札幌市西区 二十四軒４条７－５－２３　　 飲食店 ZN-0001-4147

小料理 そらまめ 札幌市西区 八軒６条東１－４－６－２　吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0226

焼肉 ホドリ 札幌市西区 発寒１１条４－１５－３５ 飲食店 JS-0000-9098

たこやき 利久 札幌市西区 発寒５条３－１２－３　石川ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6044

粋な居酒屋あいよ 宮の沢店 札幌市西区 発寒６条１０－１－３　宮の沢ステーションビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5590

炭火屋 昭和 札幌市西区 発寒６条１３－３－４１ 飲食店 JS-0000-5915

弟子屈ラーメン 発寒店 札幌市西区 発寒９条１３－９－１ 飲食店 JS-0004-8356

ジーベック宮の沢店 札幌市西区 宮の沢１条２－２－１ ショッピング JS-0001-7108

花一屋 JR 琴似駅前店 札幌市西区 琴似１条１－７－６　コスモレジデンス１Ｆ　 ショッピング JS-0004-6747

SDL・HD E・テラス 札幌市西区 琴似１条２－６－８　ライオンズマンション１Ｆ ショッピング JS-0004-2516

リサイクルストア クローバー 札幌市西区 琴似２条１－２－１５５８８　琴似２Ｆ ショッピング JS-0001-5404

札幌カメラ 札幌市西区 琴似２条１－２８８－１３　琴似タワープラザ２Ｆ ショッピング JS-0004-3200

宮文刃物店 琴似店 札幌市西区 琴似２条１－４－１　イトーヨーカ堂琴似店Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0001-6952

ダーツハイブ 札幌店 札幌市西区 琴似２条３－１－３　テーオービル２Ｆ ショッピング JS-0003-6741

GORAN 札幌市西区 琴似２条５－２－２　大野屋ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-4902

スポーツショップ ワタナベ 札幌市西区 山の手３条６－１－１　ワインパーク１Ｆ ショッピング JS-0001-8939

ぴくちゃ－ BOX　山の手店 札幌市西区 山の手４条７－１－３６　　 ショッピング PK-0000-8402

サークル薬局 山の手店 札幌市西区 山の手５条１－１－２４ ショッピング JS-0004-9741

サン・ロイヤル 札幌市西区 西町南１７－１－２７ ショッピング JS-0000-2377

札幌補聴器センタ－　宮の沢店 札幌市西区 西町南１９－１－１８　　 ショッピング PK-0000-8594

プルマンベーカリー宮の沢駅前店 札幌市西区 西町北２０－４－１０ ショッピング JS-0005-4952

きのけん薬局 札幌市西区 西町北８－２－１ ショッピング JS-0005-4029

きのけん薬局 札幌市西区 西町北８－２－１ ショッピング JS-0005-7633

きのけん薬局 札幌市西区 西町北８－２－１　高橋ビル１Ｆ ショッピング SL-2001-0979

花たく 札幌市西区 西野２条７－５－１６ ショッピング JS-0001-0991

［HC］有限会社電器のミズホ 札幌市西区 西野３条７－４－４０ ショッピング JS-0001-8795

フラン山の手 札幌市西区 西野３条９－１０－２８ ショッピング JS-0002-4060

レディースショップ chiba 札幌市西区 西野４条３－２－１　リバティ西野１Ｆ ショッピング JS-0000-1504

アウトレットモノハウス 西野店 札幌市西区 西野４条４－４－１　ＮＴビル１Ｆ ショッピング JS-0004-5774

ベーカリーベル 札幌市西区 西野６条２－３－２８ ショッピング JS-0005-8434

フルーロン花佳 札幌市西区 西野６条３－１－１　大岩ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-1803

OVER RIDE 札幌市西区 西野６条８－１０－１ ショッピング JS-0005-4404

二十四軒薬局 札幌市西区 二十四軒２条４－２－１１　１Ｆ ショッピング JS-0005-9621

クライムオート G 札幌市西区 八軒１０条西６－１－４７ ショッピング JS-0002-3241

プロヴィンシャルノート 札幌市西区 八軒１条西１－１－２２ ショッピング JS-0003-3696

クリ－ンパ－トナ－チャオ　八軒店 札幌市西区 八軒１条西１－１－２２　　 ショッピング PK-0000-7669

サッポロ珈琲館 八軒ビーンズショップ 札幌市西区 八軒１条西３－１－３ ショッピング JS-0005-1212

スキューバダイビングスクール ラナ札幌 札幌市西区 八軒３条西１－５－１ ショッピング JS-0004-0640

リサイクルバナナ 八軒店 札幌市西区 八軒６条東１－４－１０ ショッピング JS-0002-3444

漢方薬局 いちやく草 札幌市西区 八軒６条東１－４－１４　スカイエイトビル１Ｆ ショッピング JS-0003-4235

ジーベック 八軒店 札幌市西区 八軒９条西１１－１－３８ ショッピング JS-0002-1952
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おはなや 札幌市西区 発寒１１条３－４ー２３　 ショッピング SL-2000-9464

マルエイ札幌モーター 札幌市西区 発寒１２条１１－１－２８ ショッピング JS-0003-4397

シージーエスコーポレーション 札幌市西区 発寒１４条１－１－３４ ショッピング JS-0002-6502

蟹工場 札幌市西区 発寒１４条２－１０－４５ ショッピング JS-0002-5994

AUTOGEAR 札幌市西区 発寒１５条３－３－８３　 ショッピング SL-2000-4955

横井珈琲 発寒本店 札幌市西区 発寒９条１１－２－１１ ショッピング JS-0002-6665

ノースファクトリー 札幌市西区 福井７－１４－４２ ショッピング JS-0003-1885

KurumaNavia 札幌市西区 平和２条６－１－３０ ショッピング JS-0002-2017

美容室 カトレア 札幌市西区 宮の沢１条１－１－３　宮の沢１条ビル２Ｆ サービス JS-0001-0948

カイロプラクティック moiti 札幌市西区 宮の沢１条１－６－１７　エフビル宮の沢１Ｆ サービス JS-0005-0056

エンパイアー 札幌手稲支店 札幌市西区 宮の沢１条５－２３－４３ サービス JS-0003-4381

CoSaPaCha 札幌市西区 宮の沢２条１－９－１２ サービス JS-0002-5315

ネイルサロンアン琴似店 札幌市西区 琴似１条２－６－８　ライオンズマンション琴似 サービス JS-0002-6818

EYE SENSE 琴似店 札幌市西区 琴似１条３－３－２２　ことにセンタービル７Ｆ サービス JS-0004-8599

MONOTONE 札幌市西区 琴似１条３－３－２２　ことにセンタービル９Ｆ サービス JS-0004-0741

rebe 琴似 札幌市西区 琴似１条４－３－１８　紀伊国屋ビル１Ｆａｉｎｚ＆ｔｕｌｐｅ内 サービス JS-0005-6957

COLOURJACQUES 琴似駅中 札幌市西区 琴似１条４－３－１８　紀伊国屋ビルＢ１Ｆ サービス JS-0005-6836

BONNIE hair design 札幌市西区 琴似１条５－４－２４　コトプラビル７Ｆ サービス JS-0001-2874

LINKS 札幌市西区 琴似１条７－３－２７　 サービス SL-2000-9072

アルティプレジール 札幌市西区 琴似２条３－１－１　ＣＨＥＳＴＯＨＩビル４Ｆ サービス JS-0005-6839

Hair esprit 札幌市西区 琴似２条５－３－５ サービス JS-0004-0923

エンパイアー 山の手通店 札幌市西区 山の手１条７－１－２８　ラッキー山の手店外 サービス JS-0003-4385

レインボー薬局 山の手店 札幌市西区 山の手２条６－３－７ サービス JS-0000-5218

藍樹雅 札幌市西区 山の手２条８－５－４１ サービス JS-0000-8153

ビューティーサロンムー 札幌市西区 山の手４条７－２－１ サービス JS-0005-5579

こころ動物病院 札幌市西区 山の手６条６－３－１１ サービス JS-0004-9033

わんぱーく西野 札幌市西区 小別沢１３ サービス JS-0004-3211

ナーナ 札幌市西区 西町南７－２－３３ サービス JS-0004-9936

Lismhair 札幌市西区 西町北２０－５－１０　尾形ビル２Ｆ サービス JS-0005-3089

magnifigue 札幌市西区 西町北６－５－１９　プレドニア発寒南１Ｆ サービス JS-0002-7549

カイロプラクティック＆もみほぐし チロル 札幌市西区 西町北９－５－１７　エンバシー発寒南１Ｆ サービス SL-2000-0867

GARAGETOP’S 札幌市西区 西野１０条８－１５－１２ サービス JS-0005-6673

美容室 Pace 札幌市西区 西野１条９－１６－８ サービス JS-0001-8439

エンパイアー 西野中央店 札幌市西区 西野５条３－４－１０ サービス JS-0003-4387

salon de Alice 札幌市西区 西野５条７－１－１ サービス JS-0005-0143

西野アニマルクリニック 札幌市西区 西野７条２－８－１０ サービス JS-0000-5626

エンパイアー ラッキーマート西野店 札幌市西区 西野８条８－２－４６　ラッキーマート西野店内 サービス JS-0003-4382

テイルスタイル 札幌市西区 西野９条７－５－１７　 サービス SL-2000-9685

前田自動車工業 札幌市西区 二十四軒１条４－２－２５ サービス JS-0002-3699

hair make ZINZAMI 札幌市西区 二十四軒３条４－６－９　霜鳥ビル１Ｆ サービス JS-0004-8270

appy 札幌市西区 二十四軒３条５－９－３０　タウンパーク２４ビル１Ｆ サービス JS-0002-2373

HAIRMAKE TORTUE 札幌市西区 二十四軒４条４－３－１２　ＤＯＬＣＥ２４　１Ｆ サービス JS-0000-6840

コセキ自動車工業 札幌市西区 八軒１０条西１２－２－６ サービス JS-0002-2798

エンパイアーダイイチ八軒店 札幌市西区 八軒１０条東５－２－１７　ダイイチ八軒店内 サービス JS-0003-4391



4 2020/8/25

［札幌市西区］

加盟店名 所在地 ジャンル

rencahair ＆ beauty 札幌市西区 八軒１条東１－６－４　コスモ館１Ｆ サービス JS-0001-0267

美容室ル・アール 札幌市西区 八軒２条西１－３－２１ サービス JS-0003-0063

salon．attrait 札幌市西区 八軒２条東１－７－１８ サービス JS-0003-0715

桜 DECO ティンプル 札幌市西区 八軒３条西１－６－１　　 サービス ZN-0001-4099

ZeN HAIR 札幌市西区 八軒６条東１－４－１４　　 サービス ZN-0002-4224

美容室 クオリア 札幌市西区 発寒２条５－５－６　トーラスネクスト１Ｆ サービス SL-2000-5649

オムズ パセ 札幌市西区 発寒３条１－６－２　 サービス SL-2000-5322

hair and nail Pokoj 札幌市西区 発寒３条１－９－１ サービス JS-0001-4670

パックポーン 発寒店 札幌市西区 発寒３条６－１－３　２Ｆ サービス JS-0002-5252

Dali 発寒南 札幌市西区 発寒３条６－１－６　ターミナルプラザ３６　１Ｆ サービス JS-0003-6776

さばす 札幌市西区 発寒６条３－１－１３　高橋ビル２０１ サービス JS-0001-9552

リプル・オブ・ヘアー 札幌市西区 発寒６条４－１－１２ サービス JS-0001-4294

Atelier JD PARIS 宮の沢店 札幌市西区 発寒６条９－３－２０　クレアホームズ宮の沢１Ｆ サービス JS-0000-5208

bonheur 札幌市西区 発寒６条９－４－２４ サービス JS-0002-3272

エンパイアー ビッグハウス・ウエスト店 札幌市西区 発寒７条９－４－３３　ビッグハウスウエスト店内 サービス JS-0003-4386

ポプラ動物病院 札幌市西区 発寒８条１２－１　イオンモール発寒１Ｆ サービス JS-0001-4031

TAKETO．is           札幌市西区 発寒９条１３－３－１ サービス AD-0000-1416

衣 GAEE 札幌市西区 平和２条９－５－１ サービス JS-0005-3337

昆虫専門販売むし博士 札幌市西区 西町北１５－１－１ その他 JS-0001-2547

ブリーダーハウス ヴィヴィアン・メリー 札幌市西区 西野３条４－１１－３３ その他 JS-0002-2346

MENTO LEATHER 札幌市西区 二十四軒２条３－２－３５　 その他 SL-2000-9789

アイフォンクリア 琴似店 札幌市西区 八軒１条西１－１－２６　アルファ琴似駅前ビル６Ｆ その他 SL-2001-1521

おくすりやさんラッキー発寒店 札幌市西区 発寒８条１３　ラッキー発寒店１Ｆ その他 SL-2001-0862


