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加盟店名 所在地 ジャンル

赤いとうがらし 札幌市白石区 栄通１９－１１－４９　アカシアビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2606

室蘭やきとり雷音白石店 札幌市白石区 栄通１９－３－３　　 飲食店 ZN-0001-4014

380yen ダイニング あかだ家 札幌市白石区 栄通２０－１２－１　アブレスト栄通１Ｆ 飲食店 JS-0003-5107

居酒屋 いとう 札幌市白石区 菊水２条１－５－１２　小野ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3541

家風卯 札幌市白石区 菊水３条１－７－７　　 飲食店 ZN-2000-1366

流行屋 札幌市白石区 菊水５条３－６－１２ 飲食店 JS-0001-1345

主税別邸 札幌市白石区 川下３条４－４－１２ 飲食店 JS-0005-9701

炉ばた たけひろ 札幌市白石区 川北１条３－１－１ 飲食店 JS-0000-5360

亀八本店 札幌市白石区 中央２条４－３－７ 飲食店 JS-0004-3428

なつ石 札幌市白石区 東札幌２条２－４－２１　ラ・メール札幌２Ｆ 飲食店 JS-0000-8802

海老ちゃん食堂 札幌市白石区 東札幌２条２－４－２１　ラ・メール札幌２Ｆ 飲食店 JS-0003-3744

Bistro Dining 仁 札幌市白石区 東札幌２条２－４－２１　ラメールビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8220

炭焼バル SACHI 札幌市白石区 東札幌２条５－８－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0002-2415

居酒屋 横衛門 札幌市白石区 東札幌２条５－９－１５　コーポラス丸亀１Ｆ 飲食店 JS-0003-5199

港町酒場もんきち商店 札幌市白石区 東札幌２条６－４－１１　二康ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2212

ぽんぽこ狸の隠れ家 札幌市白石区 東札幌５条６－１－１７　ダイアナ白石ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5753

ニジヒコ 札幌市白石区 東札幌５条６－５　　 飲食店 ZN-2000-6005

もつ村 札幌市白石区 東札幌５条６－６－４０　スカイコーポ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4872

なり坊 札幌市白石区 南郷通１２－南６－２０　サンケンビル１０４　 飲食店 ZN-0002-5522

一兆 札幌市白石区 南郷通１８－南５－１３　第一久保沼ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0804

Dining Kitchen 濂 札幌市白石区 南郷通１９－南２－８　クリスタル８５ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2713

居酒屋ボーンヘッズ 札幌市白石区 南郷通１－南９－１　シティハウス南郷通１－１Ｆ 飲食店 JS-0002-7318

玉藤 南郷店 札幌市白石区 南郷通２０－南５－４ 飲食店 JS-0001-1889

BAR ルースター 札幌市白石区 南郷通６－北３－２８　サウスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3483

焼鳥居酒屋二代目かまちゃん 札幌市白石区 南郷通７－南６－２５　重本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1994

粋な居酒屋あいよ 南郷 7 丁目店 札幌市白石区 南郷通７－北５－２６　第５中澤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7743

鳥屋 南郷 7 丁目店 札幌市白石区 南郷通７－北５－３０　タカシマビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0495

3sun 本格インドカレー 札幌市白石区 北郷３条１２－７－２９　サニープレイス北都１Ｆ 飲食店 JS-0004-3265

焼肉たんか 北郷店 札幌市白石区 北郷３条１４－１－２７ 飲食店 JS-0001-3968

焼鳥 隠鳥 札幌市白石区 北郷５条９－１－５０ 飲食店 JS-0004-6992

焼肉たんか 南郷 13 丁目店 札幌市白石区 本郷通１２－南４－１５　１Ｆ 飲食店 JS-0002-5774

波之屋 札幌市白石区 本郷通７－北６　篠田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1993

もつ鍋居酒屋 だるま 札幌市白石区 本郷通８－南２－１１　吉崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4049

居酒屋 五人囃子 札幌市白石区 本郷通８－南２－１１　吉崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7022

ペダルバル 札幌市白石区 本郷通８－南２－８　２Ｆ 飲食店 JS-0003-9086

PABLO 白石店 札幌市白石区 本通１６－北１－５０ 飲食店 JS-0004-2674

焼肉本家 札幌市白石区 本通９－南５－７ 飲食店 JS-0000-5721

SkyLink 札幌 札幌市白石区 栄通１５－１０－２５　合同会社北海道スカイビュー ショッピング SL-2000-2876

グラスイズム コープさっぽろルーシー店 札幌市白石区 栄通１８－５－２５　コープさっぽろルーシー店２Ｆ ショッピング JS-0001-7426

柳月 コープさっぽろルーシー店 札幌市白石区 栄通１８－５－３５ ショッピング JS-0000-6058
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COLOURJACQUES ルーシー 札幌市白石区 栄通１８－５－３５ ショッピング JS-0005-6837

アートライフデポ ルーシー店 札幌市白石区 栄通１８－５－３５　コープさっぽろルーシー新館１Ｆ ショッピング JS-0003-1883

おもてルーシー店 札幌市白石区 栄通１８－５－３５　コープさっぽろルーシー店２Ｆ ショッピング JS-0003-8317

じゅえる AU 札幌市白石区 栄通６－１－１ ショッピング JS-0000-8804

わらく堂 スイートオーケストラ 札幌市白石区 栄通７－６－３０ ショッピング JS-0002-8216

アクセレラジャパン 札幌市白石区 菊水元町６条３－１－１ ショッピング JS-0005-5685

アクセレラジャパン 札幌市白石区 菊水元町６条３－１－１ ショッピング JS-0005-6899

モーター セブン 札幌市白石区 菊水元町９条２－１０－１２ ショッピング JS-0002-7916

生活衣料イープエンス川下店 札幌市白石区 川下３条５－１ ショッピング JS-0004-9946

宿田生花店 札幌市白石区 中央２条７－４－１３ ショッピング JS-0005-7819

ストーンブレス 白石店 札幌市白石区 東札幌２条５－７－８　３Ｄコート１Ｆ ショッピング JS-0004-5367

ATLANTIAN 札幌市白石区 東札幌２条６－７－２２　シシリアンルージュ白石１Ｆ ショッピング JS-0000-1440

JURIAN 東札幌店 札幌市白石区 東札幌３条２－１　イオン東札幌店２Ｆ ショッピング JS-0004-3748

アウトレットモノハウス 札幌市白石区 東札幌６条５－６ー７ ショッピング JS-0004-5426

インターオート札幌 札幌市白石区 東米里２０２６－１ ショッピング JS-0002-0583

有限会社 奥村自動車販売 札幌市白石区 東米里２０４０－１３３　 ショッピング SL-2000-5307

タイヤエクスチェンジ 札幌市白石区 東米里２１０９－３ ショッピング JS-0003-4055

タイヤファクトリー 札幌市白石区 東米里２１２４－２６７ ショッピング JS-0003-4050

CROSS OVER 札幌市白石区 東米里２１９７－６６ ショッピング JS-0002-5045

サカシタペチカ 札幌市白石区 南郷通１０－北１－２２ ショッピング JS-0001-0976

メトロ調剤薬局 札幌市白石区 南郷通１４－南３－１１ ショッピング JS-0005-1661

白石メディカル薬局 札幌市白石区 南郷通１－北１－１　ＳＴ相馬ビル１Ｆ ショッピング JS-0006-0158

遠藤水産 港町市場 札幌店 札幌市白石区 米里１条３－２－１　 ショッピング SL-2000-8666

ZETA PLUS 札幌市白石区 米里１条３－２－２５ ショッピング JS-0003-6616

オフィスティーズ 札幌市白石区 米里１条３－４－１ ショッピング JS-0005-7665

有限会社 丸真真栄自動車整備工業 札幌市白石区 米里２条２－３－３３　 ショッピング SL-2000-6226

カーサロン 札幌市白石区 米里２条４－４ ショッピング JS-0001-6554

カーショップ車屋工房 札幌市白石区 北郷２３５６－３４ ショッピング JS-0002-1533

協栄車輌 札幌市白石区 北郷２４０５－２５ ショッピング JS-0004-3738

ヨネザワゴルフ工房 札幌市白石区 北郷２条１３－２－１３ ショッピング JS-0003-6017

札幌山本養蜂園 札幌市白石区 北郷２条７－６－１３ ショッピング JS-0005-1080

株式会社モリチュウ 札幌市白石区 北郷３条２－１－３ ショッピング JS-0002-8158

花の紫紅堂 札幌市白石区 北郷３条６－８－１ ショッピング JS-0001-6047

ジンガフットボールライフウェア 札幌市白石区 北郷３条７－７－１ ショッピング JS-0002-6004

ペップビーチ 札幌市白石区 北郷３条８－１－１９　　 ショッピング ZN-2000-4762

AK MOTORS 札幌市白石区 北郷７条４－３－１２ ショッピング JS-0003-5105

アウトレットモノハウス 本郷通店 札幌市白石区 本郷通１０－北１－１０ ショッピング JS-0004-5422

ピザテン・フォ－　札幌白石店　2 札幌市白石区 本郷通５－南４－３５　ニュ－シティ－山根ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8286

バーリーズフラワー 札幌市白石区 本郷通７－南３－７　 ショッピング SL-2000-0876

ホビーハウス ミヤイシ 札幌市白石区 本郷通８－南３－１　ライオンズＭＳ本郷通第２－１Ｆ ショッピング JS-0001-9005

FASHIONVILLAGE 悠 本郷通店 札幌市白石区 本郷通８－北７－１６ ショッピング JS-0003-8313

きも乃のいわや 本郷通店 札幌市白石区 本郷通９－南２－９ ショッピング JS-0000-1686

白樺クリ－ニング 札幌市白石区 本通１７－南８－４１　　 ショッピング PK-0000-7752

North cast 札幌市白石区 本通４－北１－１７ ショッピング JS-0003-9826
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（有）札幌メガネコンタクト工房 札幌市白石区 本通６－北１－１　 ショッピング SL-2000-8602

ミセス・デイジー 札幌市白石区 本通６－北２－１　ＳＨ６ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-8603

HUG FLOWERS ほんどおり店 札幌市白石区 本通８－南３－７ ショッピング JS-0005-7040

ジロー美容室 札幌市白石区 栄通１８－１－１８ サービス JS-0002-0159

キューティードッグルーシー店 札幌市白石区 栄通１８－５－３５　コープさっぽろ別館２Ｆ サービス JS-0005-2426

LaLa － Hair ルーシー店 札幌市白石区 栄通１８－５－３５　コープルーシー店２Ｆ サービス JS-0001-2609

BOO ー FOO ー WOO 札幌市白石区 栄通１９－４－１０ サービス JS-0004-9738

美容サロン・シオン菊水店 札幌市白石区 菊水２条２－１－１１　 サービス SL-2000-8594

ナルシマ美容室 札幌市白石区 菊水３条２－３－２６　大和商会ビル１Ｆ サービス JS-0001-4497

株式会社オートシーン 札幌市白石区 菊水８条３－９－２６ サービス JS-0005-2538

クリーンスター 菊水東橋店 札幌市白石区 菊水９条１－５－１０ サービス JS-0005-5935

y’s 札幌市白石区 菊水９条３－５－６　　 サービス PK-0000-7867

alfa 札幌市白石区 菊水元町１条１－１－６ サービス JS-0004-0998

hair salon Loops 札幌市白石区 菊水元町４条２－１－１７　マンション今井１Ｆ サービス JS-0001-8651

クリーニングエース 菊水元町店 札幌市白石区 菊水元町６条２－２－５ サービス JS-0005-3585

アートヘアーコンサルタント ANGE 札幌市白石区 川下２条４－２－８　フロンティア川下１Ｆ サービス JS-0000-9690

サンファクトリー 札幌市白石区 川北２３０１－６７ サービス JS-0005-4672

EX 札幌市白石区 中央１条７－４－３　ドリ－ム１－７Ａ　 サービス PK-0000-7598

COLOURJACQUES 東札幌 札幌市白石区 東札幌１条２－３－１１ サービス JS-0005-6848

sapporo COIFF ？ 札幌市白石区 東札幌２条３－３－２０　 サービス SL-2001-0903

Barbar ＆ BeautyLeone 札幌市白石区 東札幌２条５－２－５ サービス JS-0001-1978

美容室 ローリーポーリー 札幌市白石区 東札幌２条５－６－６　丸大会館１Ｆ サービス JS-0002-1755

MAX HAIR DESIGN ＆ JUJU 札幌市白石区 東札幌２条６－４－１０　ハウザービル６－２Ｆ サービス JS-0004-7961

エンビィ 白石店 札幌市白石区 東札幌２条６－５－１　ターミナルハイツ白石２Ｆ サービス JS-0003-1931

Hair Make OLIVE2 札幌市白石区 東札幌２条６－７－８　ライブヒア１Ｆ　 サービス SL-2000-8033

プリマージュ札幌 札幌市白石区 東札幌３条４－６－２２　塚本ホーマット東札幌１－Ａ サービス JS-0002-0347

forbito 札幌市白石区 東札幌３条５－３－１５　パシフィック白石 サービス JS-0000-7491

東札幌調剤薬局 札幌市白石区 東札幌５条６－６－３３ サービス JS-0000-2828

ソニア CLUB 札幌市白石区 東札幌６条５－３－７ サービス SL-2000-4672

グラビス 札幌市白石区 東米里２０４０－１７４　　 サービス PK-0000-7915

kiCARS 札幌市白石区 東米里２１２４－２６３ サービス JS-0005-5486

STUDIO LOCO ART 札幌市白石区 南郷通１２－南６－２０　サンケンビル３Ｆ サービス JS-0002-7142

ageha 札幌市白石区 南郷通１４－南４－３　グランビア南郷１Ｆ　 サービス ZN-2000-7121

美容室マーラ 札幌市白石区 南郷通１４－北１－４　ニューフロンティアビル２Ｆ サービス JS-0005-3403

美容室マーラ 札幌市白石区 南郷通１４－北１－４　ニューフロンティアビル２Ｆ サービス SL-2000-7328

HAIR’S RILEY 札幌市白石区 南郷通１４－北２－３　松本ビル３－１Ｆ サービス JS-0000-7079

ヘアーデザイン アルプ 札幌市白石区 南郷通１７－南４－１４　カジュアル南郷１Ｆ サービス JS-0002-2054

美容室 Shin style 札幌市白石区 南郷通１－南９－１ サービス JS-0002-2122

Sound Hair Design 札幌市白石区 南郷通２０－北１－１　アクアトピア南郷１Ｆ サービス JS-0001-5709

Hair’s CREW 南郷 3 丁目店 札幌市白石区 南郷通３－北５－３０　ロアヴェール南郷１Ｆ サービス JS-0000-5411

エンパイアー 東光ストア南郷 7 丁目店 札幌市白石区 南郷通６－南９－１２　東光ストア南郷７－店外 サービス JS-0003-4521

Rire Adorer 札幌市白石区 南郷通７－南２－１４　１Ｆ サービス JS-0000-8604

NANA Hair Works 札幌市白石区 南郷通７－南２－１５　サンホーム館Ａ１Ｆ サービス JS-0002-9646

fluffyroom 札幌市白石区 南郷通７－南６－２１　１Ｆ　 サービス ZN-0002-9666
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加盟店名 所在地 ジャンル

美容サロン・シオン南郷店 札幌市白石区 南郷通７北　クレッシェンド・エヌズ６－１Ｆ サービス SL-2000-8595

イズムケンジフェローズヘアワークス 札幌市白石区 南郷通７－北５－７　第７中澤ビル１Ｆ サービス JS-0004-2859

ROCCO 札幌市白石区 平和通１２－北１－３０ サービス JS-0001-7579

真栄自動車整備工業 札幌市白石区 米里２条２－３－３３ サービス JS-0002-1458

株式会社オニオン 札幌市白石区 米里３条２－８－４５ サービス JS-0002-0994

エスケーサービス 札幌市白石区 米里５条２－２－６ サービス JS-0002-4211

株式会社エスケーホールディングス 札幌市白石区 米里５条２－２－６ サービス JS-0005-9738

安岡自動車 札幌市白石区 北郷２３８９－１６１ サービス JS-0002-1534

髪切屋だんかん 札幌市白石区 北郷２条１１－４－５ サービス JS-0005-1922

クリーンスター 北郷店 札幌市白石区 北郷２条１４－３－２ サービス JS-0005-3659

クリーニングエース コープさっぽろ北郷店 札幌市白石区 北郷２条４－４－１０　コープさっぽろ北郷店１Ｆ サービス JS-0005-3625

ドックワールド いぬやさん 札幌市白石区 北郷２条４－５－１０ サービス JS-0003-6329

コンベックスホワイト店 札幌市白石区 北郷２条４－５－９　　 サービス ZN-0002-5846

美容室スプリング・フィールド 札幌市白石区 北郷３条４－１１－２３ サービス JS-0002-5264

BODY AGING MAHALO 札幌市白石区 北郷８条７－１０－１５　 サービス SL-2000-4215

美容室 Plop 札幌市白石区 本郷通１２－北５－１５　ペルドゥエイプス本郷　 サービス ZN-2000-1001

fave′s hair 札幌市白石区 本郷通１３－南１－１３　アピカル南郷２Ｆ サービス JS-0004-6918

Hair Make  GANEZA 札幌市白石区 本郷通１３－南５－１６　サンピア本郷館１Ｆ サービス SL-2000-5319

クリーンスター 南郷 7 丁目店 札幌市白石区 本郷通７－北６－１５ サービス JS-0005-3660

ネイルサロンアン白石店 札幌市白石区 本郷通８－南１－１　Ｊスクウェア１Ｆ サービス JS-0002-6870

理容 誠髪 札幌市白石区 本郷通８－南３－１１ サービス JS-0004-0311

ヘアーギャラリー 本店 札幌市白石区 本通１１－南７－１３　 サービス SL-2001-0902

有限会社オールオートスタッフ 札幌市白石区 本通１７－北１７－３７ サービス JS-0002-1372

互信自工株式会社白石店 札幌市白石区 本通１９－北１－１６ サービス JS-0005-0660

CLOVER 札幌市白石区 本通２－北８－３３ サービス JS-0005-7210

クリーニングエース コープさっぽろ本通店 札幌市白石区 本通８－南１－１ サービス JS-0005-3593

カラオケスターライト 本郷 7 丁目店 札幌市白石区 本郷通７－北６－２０ エンターテインメント JS-0004-5012

クリケットレコード 札幌市白石区 栄通８－１－３４　 その他 SL-2000-8094

札幌音蔵 札幌市白石区 栄通８－１－３４　 その他 SL-2000-8095

わくわくペットランド 札幌市白石区 中央１条５－５－１４ その他 JS-0004-6017

OHYAMA 札幌市白石区 東米里２０２６－６ その他 JS-0003-5916

K・サービス 札幌市白石区 東米里２０２８－１ その他 JS-0002-1872

HM ジャパン 札幌市白石区 北郷３条２－１４－１９ その他 JS-0003-5685


