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エム・キッチンまさよし 札幌市豊平区 月寒中央通１０－６－３４　壺屋ビルディング１Ｆ 飲食店 JS-0005-5092

味乃しゅうか 札幌市豊平区 月寒中央通１１－２－５　マンションパスチャー１Ｆ 飲食店 JS-0004-0977

和さび 月寒店 札幌市豊平区 月寒中央通７－１－１５ 飲食店 JS-0001-9618

花ことば 月寒店 札幌市豊平区 月寒中央通８－４－２８　月寒ＦＪビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5531

札幌バーベキュー 札幌市豊平区 月寒中央通９－３－４３ 飲食店 JS-0005-7865

旬処 つるの屋 札幌市豊平区 月寒東１条６－１－１３ 飲食店 JS-0001-8836

ホルモン道楽しまだや 札幌市豊平区 月寒東５条１２－４３９３２　 飲食店 ZN-0003-1731

タージ・マハール 札幌市豊平区 西岡４条８－３－３０ 飲食店 JS-0002-8715

ビストロ ボンルパ 札幌市豊平区 西岡４条９－１－４６　中出ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0023

きりん 札幌市豊平区 中の島１条２－３－１２　朝日プラザ中の島１Ｆ 飲食店 JS-0000-3149

えびすバル 札幌市豊平区 中の島１条３－８－１ 飲食店 JS-0004-5662

やきとり 一鳥亭 札幌市豊平区 中の島２条２－１－７ 飲食店 JS-0000-9299

焼肉 新月苑 札幌市豊平区 美園４条８－１－５ 飲食店 JS-0000-3850

オステリア デラカーサ 札幌市豊平区 平岸１条１９－２－４５ 飲食店 JS-0004-7959

味処 高雄 札幌市豊平区 平岸１条７－３－６　豊栄ハイツ１０５ 飲食店 JS-0000-1999

そば酒処 昌の屋 札幌市豊平区 平岸２条１５－５－１６ 飲食店 JS-0005-1300

炭焼ホルモン ごくらく 札幌市豊平区 平岸２条６－２－１６ 飲食店 JS-0005-9743

くろね WINEHOUSE 札幌市豊平区 平岸２条８－４－２　花園会館１Ｆ 飲食店 JS-0005-1111

炭焼き酒場 和 札幌市豊平区 平岸３条１３－７－１０ 飲食店 JS-0004-4601

寿し処春道 札幌市豊平区 平岸３条１４－１－１１　南平岸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1128

大喜寿し 札幌市豊平区 平岸３条１８－３－１　モンテベルデ澄川１Ｆ 飲食店 JS-0000-6520

居酒屋 裕 札幌市豊平区 平岸３条８－３－１　平岸ファースト１Ｆ 飲食店 JS-0002-6774

おわん 札幌市豊平区 平岸３条８－３－１　平岸ファースト１Ｆ 飲食店 JS-0004-1718

焼鳥 坂ノ途中 札幌市豊平区 平岸４条１３－９－２４ 飲食店 JS-0005-8503

街はずれのたんぽぽ 札幌市豊平区 平岸４条４－３－６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-7203

鮨ダイニング海幸 札幌市豊平区 平岸５条７－８－１　５. ７ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9756

Shanti 札幌総本店 札幌市豊平区 豊平１条５－２－１８ 飲食店 JS-0005-0957

パワークック 札幌市豊平区 豊平４条３－１－１　シャルム豊平１Ｆ 飲食店 JS-0004-2951

焼肉たんか 豊平店 札幌市豊平区 豊平４条９－３－１　ザビッグ豊平店１Ｆ 飲食店 JS-0004-2660

ラーメン熊吉 豊平店 札幌市豊平区 豊平５条８－２－３　レジデンスやまいち１Ｆ 飲食店 JS-0004-2888

羊ヶ丘レストハウス ジンギスカン 札幌市豊平区 羊ヶ丘１ 飲食店 JS-0003-2956

フラワーショップやしの木 札幌市豊平区 月寒西１条１１－７－１ ショッピング JS-0004-0911

サッポロ珈琲館 月寒店 札幌市豊平区 月寒西１条７－１－１ ショッピング JS-0000-3758

DesignClub RALLY 札幌市豊平区 月寒中央通８－３－３１ ショッピング SL-2000-8678

石上車輌 月寒店 札幌市豊平区 月寒東２条１０－４－１７ ショッピング JS-0004-3734

マイカーランドイシガミ 月寒店 札幌市豊平区 月寒東２条１１－５ ショッピング JS-0004-3739

札幌リサイクルセンター 札幌市豊平区 月寒東２条１１－５－６ ショッピング JS-0002-4106

札幌オートサービス 札幌市豊平区 月寒東２条１８－１－４６　 ショッピング SL-2000-6055

スポーツ Re ショップ 月寒店 札幌市豊平区 月寒東３条１０－２－１　アルファシティ１Ｆ ショッピング JS-0004-3667

細川薬局 札幌市豊平区 月寒東５条１１－５－９ ショッピング JS-0001-2517
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トレジャー王国 西岡店 札幌市豊平区 西岡２条３－２－３ ショッピング JS-0004-0894

アウトレットモノハウス 西岡店 札幌市豊平区 西岡３条１－４－１ ショッピング JS-0004-5421

グラスイズム ザ・ビッグ西岡店 札幌市豊平区 西岡３条７－２２０　ザ・ビッグ西岡店 ショッピング JS-0001-5255

ShinboriMotorPickers 札幌市豊平区 西岡４条１３－１４－１　１Ｆ ショッピング JS-0002-0286

花工房 21 札幌市豊平区 西岡４条６－９－２１ ショッピング JS-0004-4826

チョコレート工房 リトルリーフ 札幌市豊平区 西岡５条１１－１２－３１ ショッピング JS-0003-5098

FIL BLANC 札幌市豊平区 中の島１条１－２－１４　第１５松井ビル１０５ ショッピング JS-0001-9498

二月堂仏具店 札幌市豊平区 美園３条２－２－１２ ショッピング JS-0004-3975

野口水産 札幌市豊平区 美園５条６－１－２０ ショッピング JS-0000-0802

毛蟹工房 札幌市豊平区 福住３条５－４－３　ＹＫビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5040

ちゅう房専科 環状平岸店 札幌市豊平区 平岸１条１０－８－２ ショッピング JS-0002-5909

トランスファー 札幌市豊平区 平岸２条１０－３－２８ ショッピング JS-0005-2931

買取本舗 平岸店 札幌市豊平区 平岸２条４－４－２　木の花スカイハイツ１Ｆ ショッピング JS-0004-1938

協栄クリ－ニング　ひまわり店 札幌市豊平区 平岸２条７－３－１６　　 ショッピング PK-0000-8087

FASHIONVILLAGE 悠 平岸店 札幌市豊平区 平岸２条７－４－３５　東光ストア平岸ターミナル２Ｆ ショッピング JS-0003-8315

協栄クリ－ニング　本店 札幌市豊平区 平岸４条４－１－４　　 ショッピング PK-0000-7761

有限会社越中堂田子仏具店 札幌市豊平区 豊平３条３－１－３５ ショッピング JS-0004-3179

ワンスタイル 札幌市豊平区 豊平４条９－２－１ ショッピング JS-0001-7849

ワンスタイル 1 札幌市豊平区 豊平４条９－２－１　　 ショッピング PK-0000-8188

FASHIONVILLAGE 悠 豊平店 札幌市豊平区 豊平４条９－３－１　ザ・ビッグ豊平店１Ｆ ショッピング JS-0003-9156

あさひ動物病院 札幌市豊平区 旭町７－３－８ サービス JS-0005-0871

クリーンスター 月寒中央店 札幌市豊平区 月寒中央通９－３－３４ サービス JS-0005-3658

エーナイン 月寒店 札幌市豊平区 月寒東１条７－５－１５　クロップビル２Ｆ サービス JS-0003-1473

クリーンスター 月寒東店 札幌市豊平区 月寒東２条１６－２－１５ サービス JS-0005-3666

カーメディアパック 札幌市豊平区 月寒東２条１７－３ サービス JS-0002-4382

ヘアーステージ カリア 札幌市豊平区 月寒東２条５－２－２７ サービス JS-0000-6511

つきさむ動物クリニック 札幌市豊平区 月寒東３条１５－５－７ サービス JS-0003-0996

WORTH HAIR ROOM 札幌市豊平区 月寒東４条９－５－１８ サービス JS-0005-8476

ひだまり House Miwanzu 札幌市豊平区 月寒東５条６－２－１５　１Ｆ サービス SL-2000-1534

つばめ自工株式会社 札幌市豊平区 水車町３－５－２４ サービス JS-0004-2547

プラストレ－ド 札幌市豊平区 水車町５－４－３２　　 サービス PK-0000-7666

美容室キレイ 札幌市豊平区 西岡１条９－１８－５　南門ビル１Ｆ サービス JS-0002-6831

As． 札幌市豊平区 西岡２条９－１－１２ サービス JS-0000-8158

エンパイアー ラッキー西岡店 札幌市豊平区 西岡３条１１－３－１６　ラッキー西岡店内 サービス JS-0003-4512

エーナイン ザ・ビッグ西岡店 札幌市豊平区 西岡３条７－２２０　ザ・ビッグ西岡店１Ｆ サービス JS-0004-3791

ペットサロン ル・リアン 札幌市豊平区 西岡３条９－５－１０　長谷川ビル１Ｆ サービス JS-0002-3776

hair salon ANDANTE 札幌市豊平区 西岡３条９－７－１５ サービス JS-0004-2781

西岡ペットクリニック 札幌市豊平区 西岡４条１３－１－１ サービス JS-0004-0878

エンパイアー 西岡中央店 札幌市豊平区 西岡４条７－８－１　チサンマンション弐番館１Ｆ サービス JS-0003-4510

MATANE 札幌市豊平区 中の島２条１－２－１　ＨＯＵＳＥＯＦＬＩＺＡ中の島１１Ｆ サービス JS-0004-9959

CoUCoU ペットクリニック 札幌市豊平区 中の島２条２－１－２２　エムズ中の島２Ｆ サービス JS-0001-2575

弘俊整体院 札幌市豊平区 中の島２条２－６－２１　イエロ－５ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-9076

レインボー薬局 豊平店 札幌市豊平区 美園１２条６－１－１ サービス JS-0000-5196

藤田自動車工業 札幌市豊平区 美園１条２－３－２７ サービス JS-0004-3253
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Power Cutt\ ＇ s 札幌市豊平区 美園１条７－１－１　 サービス SL-2001-0414

edu．札幌店 札幌市豊平区 美園３条５－２－１２ サービス JS-0002-9873

美容室 Lucca 札幌市豊平区 美園４条６－１－１８　グランベル美園１Ｆ サービス JS-0000-7694

まるみクリーニング 札幌市豊平区 美園７条６－２－１７ サービス JS-0000-0452

アルテサーノ 札幌市豊平区 美園８条６－１－７　ディア美園　 サービス ZN-0001-3954

エンパイアー 西友福住店 札幌市豊平区 福住１条３－１０　西友福住店内 サービス JS-0003-4515

羊ヶ丘どうぶつ病院 札幌市豊平区 福住１条４－９－１１ サービス JS-0004-9370

ELENA・BOSHU 札幌市豊平区 福住２条１－１－２４ サービス JS-0000-9416

POURDEMAIN 福住 札幌市豊平区 福住２条１－２－５　イトーヨーカドー福住店１Ｆ サービス JS-0004-9779

ユニオン設備 札幌市豊平区 福住２条９－１５－１７ サービス JS-0005-1912

ROCKHAIR 札幌市豊平区 福住３条４－２－１６ サービス JS-0002-0114

エンパイアー ビッグハウス平岸店 札幌市豊平区 平岸１条２２－２－１５　ビッグハウス平岸店１Ｆ サービス JS-0003-4509

エンパイアー 西友平岸店 札幌市豊平区 平岸２条１０－３－２８　西友平岸店１Ｆ サービス JS-0003-4487

Fam － grato 札幌平岸店 札幌市豊平区 平岸２条１１－３－１４　　 サービス ZN-0002-5122

シー・アニマルクリニック 札幌市豊平区 平岸２条１５－４－８ サービス JS-0000-5653

bridge 札幌市豊平区 平岸２条１５－５－２２ サービス JS-0003-6507

ワンダードック 平岸本店 札幌市豊平区 平岸２条３－２－１７　　 サービス SL-2000-5246

時計台薬局 平岸店 札幌市豊平区 平岸２条７－４－１ サービス JS-0000-2429

カットハウス 札幌市豊平区 平岸２条７－４－２７　　 サービス ZN-0002-9717

palms．tie 札幌市豊平区 平岸３条１０－１－３０　 サービス SL-2000-5449

ShantiHiragishi 札幌市豊平区 平岸３条１１－１－２０　アーバンプラザサワダ２Ｆ　 サービス ZN-0001-3499

リラクゼーション 美・Rin 札幌市豊平区 平岸３条１７－４－１ サービス JS-0004-4605

ビューティみやかわ平岸店 札幌市豊平区 平岸３条７－１３－７ サービス JS-0005-7550

ストレッチングサロン 平岸本店 札幌市豊平区 平岸３条９－１１－１６　成田ビル１Ｆ サービス JS-0004-3547

プレフェレプレフェ 札幌市豊平区 平岸４条１３－５－２　　 サービス ZN-0001-3940

ヘアー プレゼンス 札幌市豊平区 平岸４条３－５－８　カプリス豊平公園１Ｆ サービス JS-0000-1319

美容室 L3 札幌市豊平区 平岸４条４－３－６ サービス JS-0000-5594

DE STIJL 札幌市豊平区 平岸４条８－７－１ サービス JS-0000-4116

美容室 Zinnia 札幌市豊平区 平岸５条８－１－１　ラルズ平岸店２Ｆ サービス JS-0003-3766

io・nescopriimo 札幌市豊平区 豊平２条２－１－１２　　 サービス ZN-0001-4057

メンズ モック 札幌市豊平区 豊平４条９－３－１　ザ・ビック内１Ｆ サービス JS-0002-3625

ジューシーカラー豊平店 札幌市豊平区 豊平４条９－３－１　ザ・ビック豊平店１Ｆ サービス JS-0004-2448

エーナイン ザ・ビッグ豊平店 札幌市豊平区 豊平４条９－３－１　ザ・ビッグ豊平店１Ｆ サービス JS-0004-8501

WOODPLUS naturalhair 札幌市豊平区 豊平７条１３－１－５ サービス JS-0003-5251

チャメドレア 札幌市豊平区 豊平７条７－２－７　パナストリート７７－１０１ サービス JS-0000-5373

Lemon 札幌市豊平区 豊平８条１２－１－６　第５カンダビル１Ｆ サービス JS-0004-1742

YAKINIKU SHOP くう蔵 札幌市豊平区 月寒中央通８－３－２５ その他 SL-2000-8679


