
店舗名 郵便番号 住所

月形皆楽公園 061-0500 北海道樺戸郡月形町字階楽町１５１６番１

新十津川 073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央６番５８

大沼公園インター 049-2142 北海道茅部郡森町字赤井川７９番地１

岩見沢岡山町 079-0181 北海道岩見沢市岡山町６番地４

恵庭京町 061-1444 北海道恵庭市京町８４－２

江別向ヶ丘 067-0075 北海道江別市向ヶ丘２０番地の１４

江別大麻新町 069-0863 北海道江別市大麻新町２３番地１号

江別野幌若葉 069-0831 北海道江別市野幌若葉町３８－１５

野幌駅前 069-0813 北海道江別市野幌町３５番地の１６

江別白樺通 069-0813 北海道江別市野幌町８１－１０

江別緑町東 067-0003 北海道江別市緑町東１丁目６９番１

札幌厚別西２条 004-0062 北海道札幌市厚別区厚別西２条４－２－１

札幌厚別西４条 004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２５

札幌厚別中央４条 004-0054 北海道札幌市厚別区厚別中央４条５丁目１‐１５

札幌厚別東５条 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４

札幌厚別南３丁目 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南３丁目１番１号

札幌大谷地西１丁目 004-0042 北海道札幌市厚別区大谷地西１丁目３－１４

札幌稲穂１条 006-0031 北海道札幌市手稲区稲穂１条３丁目３番２２号

札幌西宮の沢１条 006-0001 北海道札幌市手稲区西宮の沢１条１丁目２番２５号

札幌国際大学前 004-0843 北海道札幌市清田区清田３条２丁目１－１

札幌美しが丘３条 004-0813 北海道札幌市清田区美しが丘３条２丁目３－１２

北野通 004-0862 北海道札幌市清田区北野２条１丁目１４－１

札幌琴似１条４丁目 063-0811 北海道札幌市西区琴似１条４丁目４番２０号

札幌琴似２条 063-0812 北海道札幌市西区琴似２条５丁目１－３

札幌西野６条 063-0036 北海道札幌市西区西野６条９丁目８番２７号

札幌中央市場前 063-0801 北海道札幌市西区二十四軒１条１丁目

札幌発寒３条 063-0823 北海道札幌市西区発寒３条５丁目８番１７号

札幌発寒７条 063-0827 北海道札幌市西区発寒７条１３－１－１

札幌宮の森中央 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森３条１ー６４

札幌大通西７丁目 060-0042 北海道札幌市中央区大通西７丁目３－１

札幌南１２条 064-0912 北海道札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

札幌南１４条西１７丁目 064-0914 北海道札幌市中央区南１４条西１７丁目１番２５号

札幌ロープウェイ入口 064-0919 北海道札幌市中央区南１９条西１６丁目３番１０号

ＮＴＴ東日本札幌病院 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西１５丁目ＮＴＴ東日本札幌病院２階

札幌医大病院 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地

札幌南１条西５丁目 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西５丁目１－１

札幌南２４条西１４丁目 064-0924 北海道札幌市中央区南２４条西１４丁目３番１７号

札幌狸小路１丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西１丁目５－１

札幌南２条西４丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西４丁目１１

札幌狸小路６丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西６丁目ホテルサンルートニュー札幌１階

札幌南２条西７丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西７丁目２番地

札幌南２条東４丁目 060-0052 北海道札幌市中央区南２条東４丁目１－２２

札幌南３条西３丁目 060-0063 北海道札幌市中央区南３条西３丁目１－４

札幌南４条東２丁目 060-0054 北海道札幌市中央区南４条東２丁目１８番地１

札幌すすきの 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西３丁目１１－１

メイプル通り 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西３丁目１－４

札幌南５条西４丁目 064-0805 北海道札幌市中央区南５条西４丁目１－７



札幌南５条東 060-0055 北海道札幌市中央区南５条東２丁目１

札幌南７条西７丁目 064-0807 北海道札幌市中央区南７条西７丁目１０３３番４

札幌南２条西５丁目 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西５丁目２６番地５

札幌南６条西５丁目 064-0806 北海道札幌市中央区南六条西５丁目１３－１

札幌南６条西９丁目 064-0806 北海道札幌市中央区南六条西９丁目１０１９－１

市立札幌病院 060-0011 北海道札幌市中央区北１１条西１３丁目１－１

札幌北１条西２０丁目 064-0821 北海道札幌市中央区北１条西２０ー１ー２７

札幌北３条西２丁目 060-0003 北海道札幌市中央区北３条西２丁目８番地

札幌国際ビル 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西４丁目１番地

札幌センチュリーロイヤルホテ060-0005 北海道札幌市中央区北５条西５丁目２－１２

札幌北１条西６丁目 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西６丁目１－２

札幌北１条東１１丁目 060-0031 北海道札幌市中央区北一条東十一丁目１５番地５７

札幌北４条東１丁目 060-0034 北海道札幌市中央区北四条東１丁目２番３号

札幌北２条西３丁目 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西３丁目１－１６

札幌東雁来６条 007-0826 北海道札幌市東区東雁来六条二丁目２番３０号

札幌東苗穂１４条 007-0814 北海道札幌市東区東苗穂１４条２丁目６番５２号

勤医協中央病院 007-0805 北海道札幌市東区東苗穂５条１丁目９－１

札幌伏古８条 007-0868 北海道札幌市東区伏古８条３丁目１－３６

札幌北１１条東６丁目 065-0011 北海道札幌市東区北１１条東６－１４－１７

札幌北３０条東１９丁目 065-0030 北海道札幌市東区北３０条東１９丁目２番１号

札幌北３３条東１０丁目 065-0033 北海道札幌市東区北３３条東１０丁目２番２５号

ＴＳＵＴＡＹＡ新道東駅前 007-0834 北海道札幌市東区北３４条東１６丁目１番１号

札幌北３５条東１丁目 007-0835 北海道札幌市東区北３５条東１丁目５－１２

札幌北３７条 007-0837 北海道札幌市東区北３７条東２９丁目７－１０

札幌北４０条東８丁目 007-0840 北海道札幌市東区北４０条東８丁目１番１号

札幌北４９条東 007-0849 北海道札幌市東区北４９条東５丁目１番１号

札幌北６条東２０丁目 065-0006 北海道札幌市東区北６条東２０丁目１番１２号

札幌北８条東１７丁目 065-0008 北海道札幌市東区北８条東１７丁目１番１４号

札幌北丘珠２条 007-0882 北海道札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０

札幌北３６条東２０丁目 007-0836 北海道札幌市東区北三十六条東二十丁目２番１４号

札幌北２１条東１３丁目 065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東十三丁目３番７号

札幌常盤３条 005-0853 北海道札幌市南区常盤三条１丁目４番１号

札幌澄川４条 005-0004 北海道札幌市南区澄川４条１－１－５

札幌石山１条 005-0841 北海道札幌市南区石山１条８丁目４－１０

札幌川沿４条 005-0804 北海道札幌市南区川沿４条２丁目４番１８号

定山渓 061-2301 北海道札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地

札幌南３１条西８丁目 005-0031 北海道札幌市南区南３１条西８丁目２－１

みすまい 061-2263 北海道札幌市南区簾舞３条６－１－２８

札幌栄通 003-0021 北海道札幌市白石区栄通１丁目１－３６

札幌菊水１条 003-0801 北海道札幌市白石区菊水１条２丁目３－８

東札幌 003-0002 北海道札幌市白石区東札幌２条２

東札幌６条 003-0006 北海道札幌市白石区東札幌６条３丁目１－３３

地下鉄白石駅前 003-0004 北海道札幌市白石区東札幌四条六丁目４番１２メモリアル８８ビル１

南郷 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通１５丁目北９－２７

札幌南郷通１８丁目 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通１８丁目南３－１１

白石ガーデンプレイス 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号

札幌南郷通１丁目 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通１丁目北１番１９号

札幌南郷１５丁目 003-0022 北海道札幌市白石区南郷通十五丁目南３番１３号



札幌平和通４丁目 003-0029 北海道札幌市白石区平和通４丁目北１－１５

札幌インター前 003-0871 北海道札幌市白石区米里１条２丁目１４番３３号

本郷通 003-0025 北海道札幌市白石区本郷通１０丁目北２番２８号

札幌本郷通２丁目 003-0024 北海道札幌市白石区本郷通２丁目南５番１６号

札幌白石本通３丁目 003-0027 北海道札幌市白石区本通３丁目北７番１０号

月寒中央 062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通８丁目４－１

札幌月寒東３条１７丁目 062-0053 北海道札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号

札幌月寒東５条１１丁目 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東５条１１丁目８番１３号

月寒東５条 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東５条７丁目４ー１３

札幌月寒東５条１６丁目 062-0055 北海道札幌市豊平区月寒東五条十六丁目２番５号

札幌西岡３条 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡３条１－４－１

札幌中の島 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５

札幌美園３条 062-0003 北海道札幌市豊平区美園３条２丁目１－１６

札幌ドーム前 062-0043 北海道札幌市豊平区福住３条１丁目１番８号

福住３条６丁目 062-0043 北海道札幌市豊平区福住３条６丁目９－２５

平岸南 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸１条１７丁目８－３３

平岸駅前 062-0932 北海道札幌市豊平区平岸２条７丁目４－２０

札幌平岸３条 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸３条４－８－１

札幌平岸４条 062-0934 北海道札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号

札幌平岸５条 062-0935 北海道札幌市豊平区平岸５条十丁目７－１

北海学園前 062-0907 北海道札幌市豊平区豊平７条７丁目３番２６号

札幌豊平６条 062-0906 北海道札幌市豊平区豊平六条三丁目６番３０号

札幌新川１条６丁目 001-0921 北海道札幌市北区新川１条６丁目２－１

札幌新川３条７丁目 001-0923 北海道札幌市北区新川３条７丁目１－６０

北海道大学前 001-0011 北海道札幌市北区北１１条西４丁目２番１５号

札幌北２０条西５丁目 001-0020 北海道札幌市北区北２０条西５丁目１番３９号

札幌駅西口 060-0806 北海道札幌市北区北６条西６丁目１－４

札幌北６条西７丁目 060-0806 北海道札幌市北区北６条西７丁目５－２２

札幌駅北口 060-0807 北海道札幌市北区北七条西四丁目１番地

札幌北２４条駅前 001-0024 北海道札幌市北区北二十四条西三丁目１番１２号

三笠幸町 068-2153 北海道三笠市幸町２１番１

室蘭東翔高校前 050-0072 北海道室蘭市高砂町４－３４－１２

室蘭白鳥台５丁目 050-0054 北海道室蘭市白鳥台５－１－９

小樽稲穂２丁目 047-0032 北海道小樽市稲穂２―１８―１

小樽運河 047-0007 北海道小樽市港町５番３号

小樽長橋５丁目 047-0036 北海道小樽市長橋５丁目２番１号

赤平 079-1143 北海道赤平市字赤平５４０－１

千歳インター 066-0045 北海道千歳市真々地２丁目１－５

滝川大町２丁目 073-0022 北海道滝川市大町二丁目２６３番

登別栄町 059-0033 北海道登別市栄町１－１５－１

登別千歳町 059-0003 北海道登別市千歳町３丁目１番２３号

中登別 059-0463 北海道登別市中登別町１７０番地

苫小牧東病院前 053-0052 北海道苫小牧市新開町４丁目７番８号

白老社台 059-0901 北海道白老郡白老町字社台１３９番１

白老竹浦 059-0642 北海道白老郡白老町字竹浦３３－１－１

函館花園 041-0843 北海道函館市花園町２４番７号

函館港町 041-0821 北海道函館市港町３丁目２番５号

函館高丘町 042-0955 北海道函館市高丘町２７番２３号



函館昭和 041-0812 北海道函館市昭和２丁目４ー１４

函館上湯川町 042-0914 北海道函館市上湯川町３１番２号

函館神山１丁目 041-0832 北海道函館市神山１丁目１番２５号

函館神山２丁目 041-0832 北海道函館市神山２丁目２０番１０号

函館陣川町 041-0837 北海道函館市陣川町８４番４１

函館西桔梗町 041-0824 北海道函館市西桔梗町５１３‐１

函館大手町 040-0064 北海道函館市大手町５番３７

函館中道２丁目 041-0853 北海道函館市中道２丁目１１番６号

函館美原５丁目 041-0806 北海道函館市美原５丁目１９－５

函館美原１丁目 041-0806 北海道函館市美原一丁目３８番４号

北広島大曲工業団地 061-1274 北海道北広島市大曲工業団地２丁目３－５
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