指定ごみ袋・大型ごみ処理手数料シール 取扱店一覧
（令和元年7月１日現在）
取扱店名

中
央
区

住 所

郵便番号

ファミリーマート 札幌北１条西店

060-0001 札幌市中央区北１条西１０丁目１番地１

ローソン L 札幌北１条西十六丁目店

060-0001 札幌市中央区北１条西１６丁目１－１７

セイコーマート 近代美術館西店

060-0001 札幌市中央区北１条西１９丁目２番１

ローソン 札幌北１条西一丁目店

060-0001 札幌市中央区北１条西１丁目１－７

ローソン 札幌北１条西二丁目店

060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目３－１

札幌市役所地下売店

060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所地下１階

サンクス 札幌時計台前店

060-0001 札幌市中央区北１条西３丁目３

セブンイレブン さっぽろ創世スクエア店

060-0001 札幌市中央区北1条西1丁目6番地 さっぽろ創世スクエア1階

ローソン 札幌北１条西三丁目店

060-0001 札幌市中央区北１条西３丁目３－２７

セブンイレブン 札幌北１西４店

060-0001 札幌市中央区北１条西４丁目２－２ 札幌ノースプラザ１階

セブンイレブン 札幌北１条西５丁目店

060-0001 札幌市中央区北１条西５丁目２番地７

サンクス 札幌北１条西店

060-0001 札幌市中央区北１条西６丁目１－２

サンクス 北２条通り店

060-0001 札幌市中央区北１条西７丁目１

ローソン 札幌北１条店

060-0001 札幌市中央区北１条西７丁目１－１１

まいばすけっと北２条西１４丁目店

060-0002 札幌市中央区北２条西１４丁目３－１３ U－Iビル１F

セブンイレブン 北２条西１３丁目店

060-0002 札幌市中央区北２条西１３丁目１－１３

ファミリーマート 知事公館前店

060-0002 札幌市中央区北２条西１４丁目３－１０

ファミリーマート 札幌北２条店

060-0002 札幌市中央区北２条西１４丁目３－１３

セイコーマート 北２条店

060-0002 札幌市中央区北２条西１丁目

サンクス 札幌北２条西店

060-0002 札幌市中央区北２条西３丁目１－１６

ローソン ポスタルローソン道庁赤れんが前店

060-0002 札幌市中央区北２条西４－ ３

ローソン ＪＰローソン赤れんがテラス店

060-0002 札幌市中央区北２条西４丁目 札幌三井JPビル１階

セイコーマート 植物園西店

060-0003 札幌市中央区北３条西１２丁目２番７

セイコーマート 全日空ホテル店

060-0003 札幌市中央区北３条西１丁目２番地９

セブンイレブン 札幌北３条店

060-0003 札幌市中央区北３条西２丁目１－３０

サンクス 北３条店

060-0003 札幌市中央区北３条西２丁目８

ローソン 札幌北３条西店

060-0003 札幌市中央区北３条西３丁目１

セイコーマート 北海道庁店

060-0003 札幌市中央区北３条西６丁目１番地

セイコーマート 北海道庁SS店

060-0003 札幌市中央区北３条西６丁目１番地

セブンイレブン 北海道庁別館店

060-0003 札幌市中央区北３条西７丁目５番地１

セイコーマート ニッセイ札幌ビル店

060-0004 札幌市中央区北３条西４丁目１番地１ 日本生命札幌ビル１階

パッケージショップ ヤマヤ

060-0004 札幌市中央区北４条西１２丁目１番地

セイコーマート テルウェル店

060-0004 札幌市中央区北４条西１６丁目１番地１ テルウェル第２ビル１階

セブンイレブン 札幌北４条西２５丁目店

060-0004 札幌市中央区北４条西２５丁目１番１号

セブンイレブン 札幌駅バスターミナル前店

060-0004 札幌市中央区北４条西２丁目１－２５

サンクス 札幌国際ビル店

060-0004 札幌市中央区北４条西４丁目１

ローソン 札幌北４条西四丁目店

060-0004 札幌市中央区北４条西４丁目１－１３

セイコーマート 道庁前北店

060-0004 札幌市中央区北４条西６丁目１番地３

まいばすけっと北５条西１０丁目店

060-0005 札幌市中央区北５条西１０丁目５番地１ ノースウエスト５１０ビル １Ｆ

コープさっぽろ 植物園店

060-0005 札幌市中央区北５条西１１丁目１６－１

セブンイレブン 札幌北５条店

060-0005 札幌市中央区北５条西１４丁目１－５１

ローソン Ｌ 札幌北５条西十九丁目店

060-0005 札幌市中央区北５条西１９丁目２６－１１

まいばすけっと北５条西２２丁目店

060-0005 札幌市中央区北５条西２２丁目２番１号
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長谷川青果

060-0005 札幌市中央区北５条西２４丁目

神商店

060-0005 札幌市中央区北５条西２４丁目３－１３

ビックカメラ札幌店

060-0005 札幌市中央区北５条西２丁目１札幌ＥＳＴＡ ＪＲタワー内

セブンイレブン北海道ＳＴ札幌ステラプレイス店

060-0005 札幌市中央区北５条西２丁目５ 札幌ステラプレイス地下１階

ローソン 札幌アピア店

060-0005 札幌市中央区北５条西４丁目４

株式会社大丸松坂屋百貨店大丸札幌店

060-0005 札幌市中央区北５条西４丁目７

ファミリーマート 札幌センチュリーロイヤルホテル店 060-0005 札幌市中央区北５条西５丁目２番地

中
央
区

ローソン 札幌北５条西六丁目店

060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目１－２３

セブンイレブン 札幌北５条西６店

060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目２－２

ローソン L 札幌北６条西十四丁目店

060-0006 札幌市中央区北６条西１４－ ４－３１

セイコーマート 北６条店

060-0006 札幌市中央区北６条西１９丁目１番地１

ローソン L 札幌北６条西二十丁目店

060-0006 札幌市中央区北６条西２０丁目２－１５

セブンイレブン 札幌北６条店

060-0006 札幌市中央区北６条西２２丁目２－７

セブンイレブン 北７条西１２丁目店

060-0007 札幌市中央区北７条西１２丁目３－３

セイコーマート 桑園店

060-0007 札幌市中央区北７条西１５丁目

まいばすけっと北７条西１７丁目店

060-0007 札幌市中央区北７条西１７丁目７－３４

しんなんマート

060-0007 札幌市中央区北７条西２５丁目３－１

サッポロドラッグストアー桑園店

060-0008 札幌市中央区北8条西22丁目2番16号

イオン札幌桑園店

060-0008 札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地

調剤薬局ツルハドラッグ 桑園店

060-0009 札幌市中央区北９条西１５丁目２

ツルハドラッグ 南9条店

064-0809 札幌市中央区南９条西9丁目3-5

セイコーマート 北円山店

060-0009 札幌市中央区北９条西２４丁目１番地

セブンイレブン 札幌北９条二十四軒通店

060-0009 札幌市中央区北９条西２４丁目４番１号

ローソン 桑園駅東口店

060-0010 札幌市中央区北１０条西１４丁目１－２

セブンイレブン北海道ＳＴ桑園東店

060-0010 札幌市中央区北１０条西１４丁目１番１号

セブンイレブン北海道ＳＴ桑園店

060-0010 札幌市中央区北１０条西１５丁目１番１号

まるやす 本店

060-0010 札幌市中央区北１０条西１９丁目３５－２６

セブンイレブン札幌北１０条西２０丁目店

060-0010 札幌市中央区北１０条西２０丁目２番１８号

ファミリーマート 市立札幌病院店

060-0011 札幌市中央区北１１条西１３丁目１－１

ナカジマ薬局 桑園店

060-0011 札幌市中央区北１１条西１４丁目１番４５号

ローソン 札幌桑園店

060-0011 札幌市中央区北１１条西１５丁目２９－２

セブンイレブン 札幌中央卸売市場店

060-0012 札幌市中央区北１２条西２０丁目２－１ 札幌中央卸売市場水産棟３階

道央青果協同組合 共同仕入部売店

060-0012 札幌市中央区北１２条西２０丁目２番２号

株式会社 丹野商事 マルカセンター店

060-0012 札幌市中央区北１２条西２０丁目マルカ食品卸センター

セイコーマート ぎょれんビル店

060-0013 札幌市中央区北１３条西１９丁目３７番地の６

セイコーマート 北１４条店

060-0014 札幌市中央区北１４条西１５丁目７

マックスバリュ 北1条東店

060-0031 札幌市中央区北１条東６丁目１０－９

サンクス 札幌北１条東店

060-0031 札幌市中央区北１条東１１丁目１５－５７

セイコーマート きむら北１条店

060-0031 札幌市中央区北１条東１１丁目２２

セブンイレブン札幌北１条東１２丁目店

060-0031 札幌市中央区北１条東１２丁目２２－８０

ローソン 札幌北１条東一丁目店

060-0031 札幌市中央区北１条東１丁目２－１

丸ヨ商事 株式会社

060-0031 札幌市中央区北１条東１丁目

フクリ企画サービス

060-0031 札幌市中央区北１条東１丁目２番地５ カレスサッポロビル３階
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中
央
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ファミリーマート 札幌北１条店

060-0031 札幌市中央区北１条東１丁目４番地１

まいばすけっと北１条東１丁目店

060-0031 札幌市中央区北１条東１丁目６番地３シティコート北１条１Ｆ

東光ストア サッポロファクトリー店

060-0031 札幌市中央区北１条東４丁目８－１

サッポロドラッグストアー ファクトリー店

060-0031 札幌市中央区北１条東４丁目８番１サッポロファクトリーフロンティア館２階

株式会社 カネキ小飼商店

060-0032 札幌市中央区北２条東１１丁目

セブンイレブン 札幌北２条東１丁目店

060-0032 札幌市中央区北２条東１丁目３番２号

ASA 札幌中央

060-0032 札幌市中央区北２条東３丁目２ 北２条シルクハイツ

ASA 薄野

060-0032 札幌市中央区北２条東３丁目２ 北３条シルクハイツ

セブンイレブン北海道ＳＴサッポロファクトリー店

060-0032 札幌市中央区北２条東４丁目１－２

まいばすけっと北２条東７丁目店

060-0032 札幌市中央区北２条東７丁目８２番地１

セブンイレブン札幌北２条東８丁目店

060-0032 札幌市中央区北２条東８丁目８６－１９

藤沢商店

060-0032 札幌市中央区北２条東９丁目

ローソン L 苗穂駅前店

060-0033 札幌市中央区北３条東１３丁目９９－２

ファミリーマート 札幌北３条店

060-0033 札幌市中央区北３条東２丁目２－２

ローソン 札幌北３条東三丁目店

060-0033 札幌市中央区北３条東３丁目１－３０

ローソン 札幌厚生病院店

060-0033 札幌市中央区北３条東８丁目５

ココカラファイン 札幌駅前北４条店

060-0004 札幌市中央区北４条西２丁目１番地２ キタコードレードビル１階

セブンイレブン 札幌北４条東１丁目店

060-0034 札幌市中央区北４条東１丁目１－２

サンクス 北４条東店

060-0034 札幌市中央区北４条東１丁目２－３

セブンイレブン 札幌北５条東２丁目店

060-0035 札幌市中央区北５条東２丁目１番２１号

ドナ・札幌店

060-0041 札幌市中央区大通東１丁目３番地 中央バスターミナル内

セブンイレブン札幌大通東３店

060-0041 札幌市中央区大通東３丁目２

セブンイレブン札幌大通東４丁目店

060-0041 札幌市中央区大通東４丁目２番地

ローソン 札幌大通西十丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西１０－ ４

セイコーマート 第３合同庁舎店

060-0042 札幌市中央区大通西１２丁目第３合同庁舎内

セブンイレブン 大通西１３丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西１３丁目４－１０２

ローソン 札幌大通西店

060-0042 札幌市中央区大通西１３丁目４－１１１

ローソン 札幌西十五丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西１５丁目１－１３

ナカジマ薬局 医大前店

060-0042 札幌市中央区大通西１６丁目１番３０号

セイコーマート 大通店

060-0042 札幌市中央区大通西１８丁目

ローソン 札幌大通西十九丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西１９丁目１－２９－３１

ローソン 札幌地下鉄大通東店

060-0042 札幌市中央区大通西２丁目

セブンイレブン北海道ＳＴ大通東店

060-0042 札幌市中央区大通西２丁目 地下鉄大通駅構内

ローソン 札幌地下鉄東西線大通駅店

060-0042 札幌市中央区大通西２丁目 地下鉄大通駅地下２階構内

ローソン 札幌大通西二丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西２丁目９

アインズ＆トルペ 大通ビッセ店

060-0042 札幌市中央区大通西３丁目 大通ビッセB２F

アインズ＆トルペ ル・トロワ店

060-0042 札幌市中央区大通西１丁目13番地ル・トロワB1F～1F

ローソン 札幌オーロラタウン店

060-0042 札幌市中央区大通西３丁目 地下街オーロラタウン内

セブンイレブン北海道ST大通店

060-0042 札幌市中央区大通西３丁目 地下鉄大通駅構内

アインズ＆トルペ 地下街店

060-0042 札幌市中央区大通西３丁目１１番地 北洋ビルＢ２Ｆ

セイコーマート 大通ビッセ店

060-0042 札幌市中央区大通西３丁目７番地

株式会社 やまさ中山商店

060-0042 札幌市中央区大通西６丁目

セブンイレブン 札幌大通西７丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西７丁目１－１
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サンクス 札幌大通西７丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西７丁目３－１

ローソン 札幌南大通西九丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西９丁目１－１

セブンイレブン 札幌大通西９丁目店

060-0042 札幌市中央区大通西９丁目３－３３

セイコーマート 大通バスセンター店

060-0051 札幌市中央区南１条東１丁目６番地

ビッグ バスセンター前店

060-0051 札幌市中央区南１条東２丁目１１－４ 南１条タカハタビル１階

サンクス 南１条東店

060-0051 札幌市中央区南１条東２丁目８－２

セイコーマート なかやま南１条

060-0051 札幌市中央区南１条東５丁目１

一条橋薬局

060-0051 札幌市中央区南１条東５丁目１番地２５．２６

ローソン 札幌南１条東六丁目店

060-0051 札幌市中央区南１条東６丁目２－３０

セブンイレブン 札幌南２東２店

060-0052 札幌市中央区南２条東２丁目１８－１

丸大 中央食品 株式会社

060-0052 札幌市中央区南２条東４丁目

株式会社 カメハタ

060-0053 札幌市中央区南３条東２丁目

ローソン 札幌南３東三丁目店

060-0053 札幌市中央区南３条東３丁目７

株式会社 青木商店

060-0053 札幌市中央区南３条東６丁目

ローソン 札幌南４条東一丁目店

060-0054 札幌市中央区南４条東１－ ４－１

北海道スパー 南４条店

060-0054 札幌市中央区南４条東２丁目１２番地

サンクス 札幌南４条東店

060-0054 札幌市中央区南４条東２丁目１８－１

セブンイレブン 札幌南４条東店

060-0054 札幌市中央区南４条東４丁目－１

まいばすけっと南４条東４丁目店

060-0054 札幌市中央区南４条東４丁目１番３６号

中野商店

060-0055 札幌市中央区南５条東２丁目

ファミリーマート 札幌南５条東店

060-0055 札幌市中央区南５条東２丁目１番

セブンイレブン札幌南５条東店

060-0055 札幌市中央区南５条東３丁目２－２

まいばすけっと南１条西１０丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西１０丁目１番１号 南一条道銀ビル１Ｆ

セブンイレブン 札幌南１条西１１丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西１１丁目３２７－２

ファミリーマート ＮＴＴ東日本札幌病院店

060-0061 札幌市中央区南１条西１５丁目

セブンイレブン 札幌医大前店

060-0061 札幌市中央区南１条西１６丁目１番地２４９

ファミリーマート 札幌医大病院店

060-0061 札幌市中央区南１条西１６丁目２９１ 医大病院内

北海道スパー 南１条店

060-0061 札幌市中央区南１条西１９丁目１番地

セイコーマート 円山南１条店

060-0061 札幌市中央区南１条西１９丁目１番地

ローソン 札幌創成橋店

060-0061 札幌市中央区南１条西１丁目１３－１

薬マツモトキヨシ 札幌南１条店

060-0061 札幌市中央区南１条西３－８

株式会社 クローバー・マネジメント 札幌支店

060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目２０番地 札幌エスワンビル４階

セブンイレブン 札幌南１条西４丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目８

ファミリーマート 札幌南１条西５丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目１－１

ローソン 札幌南１条西六丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西６丁目１１

株式会社 東急ハンズ札幌店

060-0061 札幌市中央区南１条西６丁目４番１号

キタコー 株式会社 本社

060-0061 札幌市中央区南１条西６丁目７ センチュリービル２階

セブンイレブン札幌南１条西６丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西６丁目９

ファミリーマート 札幌南１条西７丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西７丁目１２－６

セイコーマート 中央店

060-0061 札幌市中央区南１条西９丁目

ビッグ 南１条店

060-0061 札幌市中央区南１条西９丁目 ビッグパレス南１条１階

セブンイレブン札幌南1条西14丁目店

060-0061 札幌市中央区南１条西１４丁目２９１-８１ ウィステリア南１条１階

ローソン 札幌南２条西十一丁目店

060-0062 札幌市中央区南２条西１１丁目３２８－１２
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株式会社 岡田商店

060-0062 札幌市中央区南２条西１３丁目３１８

サンクス 狸小路１丁目店

060-0062 札幌市中央区南２条西１丁目５－１

セブンイレブン 札幌南２条西１丁目店

060-0062 札幌市中央区南２条西１丁目８－１

ラルズマート 札幌店

060-0062 札幌市中央区南２条西２丁目２ ラルズプラザ札幌店地下１階

薬マツモトキヨシ 札幌狸小路店

060-0062 札幌市中央区南２条西３－ １－５

ローソン 札幌南２条西三丁目店

060-0062 札幌市中央区南２条西３－１１－３

ファミリーマート 札幌南２条西４丁目店

060-0062 札幌市中央区南２条西４丁目１１

ＭＥＧＡドン・キホーテ 札幌狸小路北館

060-0062 札幌市中央区南２条西４丁目２番１１

ＭＥＧＡドン・キホーテ 札幌狸小路本店

060-0063 札幌市中央区南３条西４丁目１２番地１

サッポロドラッグストアー 狸小路大王ビル店

060-0062 札幌市中央区南２条西５丁目２３番１

サンクス 札幌南２条西店

060-0062 札幌市中央区南２条西５丁目２６－５

有限会社 鈴木食品店

060-0062 札幌市中央区南２条西６丁目

ファミリーマート 札幌狸小路６丁目店

060-0062 札幌市中央区南２条西６丁目１番地１

サンクス 札幌南２条通店

060-0062 札幌市中央区南２条西７丁目２

株式会社 丸松 松本商店

060-0062 札幌市中央区南２条西８丁目

まいばすけっと南２条西８丁目店

060-0062 札幌市中央区南２条西８丁目７番地 ホテルレオパレス札幌１Ｆ

セブンイレブン 札幌南２西９店

060-0062 札幌市中央区南２条西９丁目１－１

中央区役所売店

060-0063 札幌市中央区南３条西１１丁目 中央区役所内１階

ローソン 札幌南３条西店

060-0063 札幌市中央区南３条西１２丁目３２５－２

ココカラファイン 狸小路店

060-0063 札幌市中央区南３条西１丁目３番地４

ローソン 札幌南３条西二丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西２－１６－５

サンドラッグ狸小路２丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西２丁目１２－１

セブンイレブン札幌南３条西２丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西２丁目３－２

ツルハドラッグ ポールタウン店

060-0063 札幌市中央区南３条西３丁目１０番地 さっぽろ地下街ポールタウン内

薬マツモトキヨシ 札幌狸小路パートⅡ店

060-0063 札幌市中央区南３条西３丁目１３番地１

ファミリーマート 札幌南３条西３丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西３丁目１－４

セブンイレブン 札幌狸小路３丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西３丁目１８番地

ローソン 札幌南３条西四丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西４－ ８－２

株式会社 たぬきや

060-0063 札幌市中央区南３条西４丁目

ローソン 札幌南３条駅前通店

060-0063 札幌市中央区南３条西４丁目１２－１

セブンイレブン 札幌狸小路４丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西４丁目１６－３

サッポロドラッグストアー 狸小路４丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西４丁目２０番地

ローソン札幌南３条西五丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西５－ ９－１

サッポロドラッグストアー 狸小路５丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西５丁目１４番地

セブンイレブン 札幌南３条西６丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西６丁目８番地

ダイシン・オオツカ

060-0063 札幌市中央区南３条西７丁目２

セブンイレブン札幌南３条西８丁目店

060-0063 札幌市中央区南３条西８丁目９番２号

小松商店

060-0063 札幌市中央区南３条西９丁目

セイコーマート 旭ヶ丘４丁目店

064-0041 札幌市中央区旭ヶ丘４丁目１番７号

セブンイレブン札幌円山裏参道店

064-0801 札幌市中央区南１条西２０丁目２－１３

ローソン LP 札幌円山南１条店

064-0801 札幌市中央区南１条西２６丁目１－１

マックスバリュ マルヤマクラス店

064-0801 札幌市中央区南１条西２７－１－１

アインズ＆トルペ マルヤマクラス店

064-0801 札幌市中央区南１条西２７丁目１８３－１ マルヤマクラスＢ１
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サンクス 札幌円山裏参道店

064-0802 札幌市中央区南２条西２４丁目１－３０

ASA 南円山

064-0802 札幌市中央区南２条西２７丁目２－２０

ローソン 札幌南４条西十丁目店

064-0804 札幌市中央区南４条西１０丁目１００５－４

セブンイレブン 札幌南４条店

064-0804 札幌市中央区南４条西１４丁目１-３７

ローソン 札幌南４条西十五丁目店

064-0804 札幌市中央区南４条西１５丁目１３１２－８

ツルハドラッグ 西線店

064-0804 札幌市中央区南４条西１５丁目２－１

サンクス 北星学園前店

064-0804 札幌市中央区南４条西１６丁目１３０６－１２

サンドラッグ南４条店

064-0804 札幌市中央区南４条西１８丁目１－１５

セブンイレブン札幌南４条西１店

064-0804 札幌市中央区南４条西１丁目２－１

セブンイレブン札幌南円山店

064-0804 札幌市中央区南４条西２４丁目１番２９号

ローソン Ｌ すすきの南４条店

064-0804 札幌市中央区南４条西２丁目１－１

ローソン 札幌南４条西三丁目店

064-0804 札幌市中央区南４条西３－ ３－３

サッポロドラッグストアー すすきの店

064-0804 札幌市中央区南４条西３丁目 第２グリーンビル１階

サンクス すすきの店

064-0804 札幌市中央区南４条西３丁目１１－２

セブンイレブン 札幌南４条西３丁目店

064-0804 札幌市中央区南４条西３丁目１－２

セブンイレブンすすきの交番前店

064-0804 札幌市中央区南４条西３丁目３－１ 第２Ｇビル

ローソン 札幌ポールタウン店

064-0804 札幌市中央区南４条西４丁目 札幌地下街ポールタウン内

セイコーマート あさの店

064-0804 札幌市中央区南４条西４丁目１１

イトーヨーカドー すすきの店

064-0804 札幌市中央区南４条西４丁目１番

アインズ＆トルペ ススキノラフィラ店

064-0804 札幌市中央区南４条西４丁目１番 ススキノラフィラ１Ｆ

ローソン Ｌ 札幌南４条西五丁目店

064-0804 札幌市中央区南４条西５丁目３－４

サンクス 南４条店

064-0804 札幌市中央区南４条西５丁目５

ツルハドラッグ すすきの店

064-0804 札幌市中央区南４条西５丁目８－８ アイビル４・５ １階

セブンイレブン 札幌南４条西７丁目店

064-0804 札幌市中央区南４条西７丁目１番地

株式会社 ビッグ 営業部

064-0804 札幌市中央区南４条西７丁目６番地

セイコーマート 南４条店

064-0804 札幌市中央区南４条西８丁目１番２

まいばすけっと南５条西１０丁目店

064-0805 札幌市中央区南５条西１０丁目 サンハイツ南５条１階

セイコーマート おかだ店

064-0805 札幌市中央区南５条西１１丁目１２８８

サンクス 札幌南５条西店

064-0805 札幌市中央区南５条西２０丁目１－２０

有限会社 石川新聞店

064-0805 札幌市中央区南５条西２０丁目１－７

ローソン すすきのサイバーシティビル店

064-0805 札幌市中央区南５条西２丁目２番地

ローソン 札幌南５条店

064-0805 札幌市中央区南５条西３丁目１－１２

ファミリーマート 札幌すすきの店

064-0805 札幌市中央区南５条西３丁目１１番地１

サンクス メイプル通り店

064-0805 札幌市中央区南５条西３丁目１－４

ローソン 札幌南５条西三丁目店

064-0805 札幌市中央区南５条西３丁目３－３

セイコーマート たかせ店

064-0805 札幌市中央区南５条西４丁目 新宿通り

サンクス 南５条店

064-0805 札幌市中央区南５条西４丁目１－７

セブンイレブン 札幌南５条西４店

064-0805 札幌市中央区南５条西４丁目４－１ サンヨービル１階

ローソン すすきの銀座通店

064-0805 札幌市中央区南５条西４丁目９－２５

株式会社 角三百々屋 林商店

064-0805 札幌市中央区南５条西５丁目

ローソン 札幌南５条西５丁目店

064-0805 札幌市中央区南５条西５丁目１３－１

ローソン 札幌南５条西六丁目店

064-0805 札幌市中央区南５条西６丁目１－１

ローソン Ｌ 札幌南５条市電通店

064-0805 札幌市中央区南５条西６丁目８－３
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セイコーマート 南５条店

064-0805 札幌市中央区南５条西６丁目９番地３

ビッグ 中央店

064-0805 札幌市中央区南５条西７丁目６－１

セブンイレブン 南５条店

064-0805 札幌市中央区南５条西９丁目１００８

セブンイレブン 札幌南６条店

064-0806 札幌市中央区南６条西１０丁目１０２０番地１

東光ストア 西線６条店

064-0806 札幌市中央区南６条西１５丁目２－２０

セブンイレブン札幌南６条西１８丁目店

064-0806 札幌市中央区南６条西１８丁目３番１４号

ローソン Ｌ 札幌南６条西２０丁目店

064-0806 札幌市中央区南６条西２０丁目

㈱なんまる本店

064-0806 札幌市中央区南６条西２２丁目３－３７

ローソン L 札幌南６条西二丁目店

064-0806 札幌市中央区南６条西２丁目８－１０

ローソン 札幌南６条西四丁目店

064-0806 札幌市中央区南６条西４丁目２－４

ローソン すすきの店

064-0806 札幌市中央区南６条西４丁目５－３３

サンクス 南６条店

064-0806 札幌市中央区南６条西５丁目１３－１

ローソン L 札幌南６条西六丁目店

064-0806 札幌市中央区南６条西６丁目１－１

まいばすけっと南6条西7丁目店

064-0806 札幌市中央区南6条西7丁目1番1号 アルファスクエア南6条１F

ローソン Ｌ 札幌南６条西七丁目店

064-0806 札幌市中央区南６条西７丁目１１－２

セイコーマート 南６条店

064-0806 札幌市中央区南６条西９丁目１０２３番地１８

セブンイレブン南７条店

064-0807 札幌市中央区南７条西１１丁目２番７号

ローソン 札幌南７条西店

064-0807 札幌市中央区南７条西１３丁目９９２－２

サッポロドラッグストアー 西線店

064-0807 札幌市中央区南７条西１５丁目１－６

まいばすけっと南７条西１５丁目店

064-0807 札幌市中央区南７条西１５丁目２番３号 マウント・ビュー７１５ １階

ローソン Ｌ＿札幌南７条西一丁目店

064-0807 札幌市中央区南７条西１丁目１２－７

セイコーマート 旭ヶ丘店

064-0807 札幌市中央区南７条西２４丁目

株式会社 道新円山インフォメーションセンター

064-0807 札幌市中央区南７条西２５丁目３－１６

サンクス 南７条店

064-0807 札幌市中央区南７条西３丁目

ローソン 札幌南７条西五丁目店

064-0807 札幌市中央区南７条西５丁目１－１３

セイコーマート すすきの７条通店

064-0807 札幌市中央区南７条西５丁目２８９番地５４

ディナーベル ススキノ南７条店

064-0807 札幌市中央区南７条西６丁目５

クスリのツルハ 南７条店

064-0807 札幌市中央区南７条西８丁目

丸正食品 南７条店

064-0807 札幌市中央区南７条西８丁目１０３２番地

株式会社 丸崎 篠崎商店

064-0807 札幌市中央区南７条西９丁目

株式会社 船橋商店

064-0808 札幌市中央区南５条西５丁目

セイコーマート はた店

064-0808 札幌市中央区南８条西１２丁目

有限会社 畠山商店

064-0808 札幌市中央区南８条西１５丁目

ASA 啓明

064-0808 札幌市中央区南８条西１８丁目２－３

ファミリーマート 札幌南８条店

064-0808 札幌市中央区南８条西１８丁目３－１５

株式会社 ムラオカ食品

064-0808 札幌市中央区南８条西１丁目

サツドラ旭ヶ丘南８条店

064-0808 札幌市中央区南８条西２３丁目４番１号

ツルハドラッグ 旭ヶ丘８条店

064-0808 札幌市中央区南８条西２４丁目２－１０

合同会社 西友 旭ヶ丘店

064-0808 札幌市中央区南８条西２５丁目２－１

ローソン すすきの南８条店

064-0808 札幌市中央区南８条西３丁目１０

まいばすけっと南８条西４丁目店

064-0808 札幌市中央区南８条西４丁目２８８番地１

セイコーマート 南８条店

064-0808 札幌市中央区南８条西４丁目４２２番地５第３大京ビル

セブンイレブン 札幌南８条西６丁目店

064-0808 札幌市中央区南８条西６丁目１０３６－５
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ローソン L 南８条西六丁目店

064-0808 札幌市中央区南８条西６丁目２８９

セイコーマート 南８条西６丁目店

064-0808 札幌市中央区南８条西６丁目２８９番地５０

ツルハドラッグ 南８条店

064-0808 札幌市中央区南８条西７丁目１０３７-２７

セイコーマート 東屯田通店

064-0808 札幌市中央区南８条西８丁目５２２番地

まいばすけっと南９条西１７丁目店

064-0809 札幌市中央区南９条西１７丁目１-１ エスポワール旭山１Ｆ

ＤＣＭホーマック 旭ヶ丘店

064-0809 札幌市中央区南９条西２２丁目１番２号

ローソン 札幌中島パーク店

064-0809 札幌市中央区南９条西３丁目１０－１３

セブンイレブン 札幌南９条西３丁目店

064-0809 札幌市中央区南９条西３丁目１－１

パッケージプラザ アサヅマ

064-0809 札幌市中央区南９条西３丁目１－２０

ビッグ 中島公園店

064-0809 札幌市中央区南９条西３丁目２－１７ パークビル１階

セブンイレブン 札幌南９条西４丁目店

064-0809 札幌市中央区南９条西４丁目２－４

セイコーマート 南９条店

064-0809 札幌市中央区南９条西５丁目４２１番地

セイコーマート 山鼻９条店

064-0809 札幌市中央区南９条西６丁目１番２７号

セブンイレブン札幌南９条西７丁目店

064-0809 札幌市中央区南９条西７丁目２８５－５５

ローソン L 札幌南９条西八丁目店

064-0809 札幌市中央区南９条西８丁目１－３０

ローソン 札幌南１０条店

064-0810 札幌市中央区南１０条西１２丁目２－３５

セイコーマート 伏見店

064-0810 札幌市中央区南１０条西１８丁目１－４０

日本調剤 ナカジマ薬局

中
央
区

住 所

郵便番号

旭ヶ丘店

064-0810 札幌市中央区南１０条西２１丁目７番１２号

ローソン 札幌地下鉄中島公園駅店

064-0810 札幌市中央区南１０条西３丁目 地下鉄中島公園駅１番出入口そば

福助 中央店

064-0810 札幌市中央区南１０条西６丁目６番２１号

田中青果店

064-0810 札幌市中央区南１０条西７丁目７－１０

北海道スパー 南１０条店

064-0810 札幌市中央区南１０条西８丁目２－３６

株式会社 成瀬商会

064-0810 札幌市中央区南１０条西８丁目４－１

有限会社 丸正 南金物店

064-0810 札幌市中央区南１０条西９丁目２－１

サッポロドラッグストアー 南１１条店

064-0811 札幌市中央区南１１条西１０丁目２番１号

ローソン Ｌ 札幌南１１条西十一丁目店

064-0811 札幌市中央区南１１条西１１丁目２－２８

セブンイレブン 札幌中央南１１条店

064-0811 札幌市中央区南１１条西１３丁目１－２３

株式会社 丸光庄司善光商店

064-0811 札幌市中央区南１１条西１７丁目

セイコーマート ながい店

064-0811 札幌市中央区南１１条西１丁目

ラルズマート 啓明店

064-0811 札幌市中央区南１１条西２１丁目４番２１号

ファミリーマート 札幌南１１条店

064-0811 札幌市中央区南１１条西７丁目１－１

ローソン L 中島公園通店

064-0811 札幌市中央区南１１条西７丁目１－２０

スーパーチェーンシガ 中島公園店

064-0811 札幌市中央区南１１条西７丁目１番７号

セブンイレブン札幌南１１条西９丁目店

064-0811 札幌市中央区南１１条西９丁目３－４６

セイコーマート とらや店

064-0812 札幌市中央区南１２条西１５丁目２番１

有限会社 水戸青果店

064-0816 札幌市中央区南１６条西１２丁目１－３

セイコーマート 西線１６条店

064-0816 札幌市中央区南１６条西１５丁目１－１

セイコーマート かめはた店

064-0817 札幌市中央区南１７条西６丁目４－１２

フードセンター 円山店

064-0820 札幌市中央区大通西２３丁目１－３

ビッグ 円山店

064-0820 札幌市中央区大通西２５丁目１－１ ワールドビル１階

セブンイレブン 札幌円山公園駅店

064-0820 札幌市中央区大通西２５丁目１－２ ハートランド円山ビル１階

セイコーマート 円山公園店

064-0820 札幌市中央区大通西２６丁目１－３

サンクス 北１条通店

064-0821 札幌市中央区北１条西２０丁目１－２７
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中
央
区

住 所

郵便番号

ローソン 札幌北１条西店

064-0821 札幌市中央区北１条西２２－ ３－１

クスリのツルハ 円山店

064-0821 札幌市中央区北１条西２３丁目

円山青果

064-0821 札幌市中央区北１条西２４丁目３－２

ツルハドラッグ円山店

064-0821 札幌市中央区北１条西２４丁目４-１

東光ストア 円山店

064-0821 札幌市中央区北１条西２４丁目４－１

サッポロドラッグストアー 北円山店

064-0822 札幌市中央区北２条西２８丁目１－５

ローソン Ｌ 札幌北３条西二十丁目店

064-0823 札幌市中央区北３条西２０丁目１－１０

セイコーマート 円山北３条店

064-0823 札幌市中央区北３条西２４丁目２番１６号

セブンイレブン札幌北３条西２８丁目店

064-0823 札幌市中央区北３条西２８丁目２－１５

セブンイレブン札幌龍谷高校前店

064-0824 札幌市中央区北４条西２０丁目１番１号

セイコーマート 北５条通り店

064-0824 札幌市中央区北４条西２２丁目

ASA 円山

064-0824 札幌市中央区北４条西２２丁目２－２２

セブンイレブン 札幌宮の森１条店

064-0824 札幌市中央区北４条西２９丁目２－１５

ファミリーマート 札幌北５条店

064-0825 札幌市中央区北５条西２７丁目１番１号

ナカジマ薬局 宮の森店

064-0825 札幌市中央区北５条西２７丁目２番３号

ナカジマ薬局 西円山店

064-0825 札幌市中央区北５条西２７丁目２番３号

セブンイレブン札幌西２８丁目駅前店

064-0825 札幌市中央区北５条西２７丁目２番６号

セイコーマート 円山北５条店

064-0825 札幌市中央区北５条西２８丁目１－１２

ローソン Ｌ 札幌北５条西二十八丁目店

064-0825 札幌市中央区北５条西２８丁目１－５

東光ストア 宮の森店

064-0825 札幌市中央区北５条西２９丁目１－１

ファミリーマート 札幌南１２条店

064-0912 札幌市中央区南１２条西１０丁目３－１８

ラルズマート 山鼻店

064-0912 札幌市中央区南１２条西１１丁目２－１０

ローソン 札幌旭ヶ丘店

064-0912 札幌市中央区南１２条西２２丁目５－１

サッポロドラッグストアー 伏見啓明店

064-0913 札幌市中央区南１３条西２２丁目１番１５号

セブンイレブン 札幌山鼻店

064-0913 札幌市中央区南１３条西６丁目４番１６号

セイコーマート はせがわ店

064-0913 札幌市中央区南１３条西９丁目

有限会社 丹羽商店

064-0914 札幌市中央区南１４条西１３丁目１－５

ツルハドラッグ 南１４条店

064-0914 札幌市中央区南１４条西１４丁目

サッポロドラッグストアー 山鼻南１４条店

064-0914 札幌市中央区南１４条西１５丁目２番１２号

セブンイレブン札幌南１４条西１５丁目店

064-0914 札幌市中央区南１４条西１５丁目３番１号

セブンイレブン札幌啓明店

064-0914 札幌市中央区南１４条西１９丁目２－１

ローソン 札幌南１４条西店

064-0914 札幌市中央区南１４条西８丁目４－１３

ツルハドラッグ 行啓通店

064-0914 札幌市中央区南１４条西９丁目

東光ストア 行啓通店

064-0914 札幌市中央区南１４条西９丁目１－１５

全日食チェーン南１５条店

064-0915 札幌市中央区南１５条西１０丁目４－１２

マックスバリュ 南１５条店

064-0915 札幌市中央区南１５条西１４丁目１－２２

恵比寿屋 南１６条店

064-0916 札幌市中央区南１６条西１０丁目

ツルハドラッグ 南１６条店

064-0916 札幌市中央区南１６条西１１丁目１２３７番７

セブンイレブン 札幌南１６条店

064-0916 札幌市中央区南１６条西１４丁目

セブンイレブン札幌伏見店

064-0916 札幌市中央区南１６条西１８丁目３番２２号

ローソン L 札幌南１６条西店

064-0916 札幌市中央区南１６条西５丁目２－１５

ラルズマート １６条店

064-0916 札幌市中央区南１６条西８丁目２－１５

ASA 山鼻

064-0917 札幌市中央区南１７条西１０丁目１－２１
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中
央
区

住 所
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ローソン Ｌ 札幌南１７条西店

064-0917 札幌市中央区南１７条西１１丁目１２３１－２１

株式会社 丸イ山本商店

064-0917 札幌市中央区南１７条西１５丁目１－１

ラルズマート伏見店

064-0918 札幌市中央区南１８条西１７丁目３番１号

ヴェラス・クオーレ南１９条

064-0919 札幌市中央区南１９条西１１丁目１－１５

セブンイレブン札幌南１９条西１２丁目店

064-0919 札幌市中央区南１９条西１２丁目１－８

百姓魂

064-0919 札幌市中央区南１９条西１３丁目１－３６

マルニシ西岡

064-0919 札幌市中央区南１９条西７丁目

セブンイレブン 札幌南高校前店

064-0919 札幌市中央区南１９条西７丁目２番１号

サッポロドラッグストアー 南１９条店

064-0919 札幌市中央区南１９条西８丁目１－８

セイコーマート 南１９条店

064-0919 札幌市中央区南１９条西９丁目１番３号

吉田文具店

064-0920 札幌市中央区南２０条西６丁目３－７

セブンイレブン札幌南２０条西８丁目店

064-0920 札幌市中央区南２０条西８丁目１－２５

真鍋商店

064-0921 札幌市中央区南２１条西１０丁目

株式会社 丸三小林商店

064-0921 札幌市中央区南２１条西１１丁目４－３

セブンイレブン札幌南２１条西１４丁目店

064-0921 札幌市中央区南２１条西１４丁目３－２０

株式会社 石田商店

064-0921 札幌市中央区南２１条西８丁目１－３７

株式会社 山大 藤森商店

064-0921 札幌市中央区南２１条西９丁目

ツルハドラッグ 南２２条店

064-0922 札幌市中央区南２２条西１０丁目５－１

東光ストア プロム山鼻店

064-0922 札幌市中央区南２２条西１２丁目１－２

薬マツモトキヨシ プロム山鼻店

064-0922 札幌市中央区南２２条西１２丁目１番２

セイコーマート たかだ店

064-0923 札幌市中央区南２３条西１２丁目

サンクス 南２４条店

064-0924 札幌市中央区南２４条西１４丁目３－１７

セイコーマート そでもり店

064-0924 札幌市中央区南２４条西９丁目１－１

北海学園工学部生協

064-0926 札幌市中央区南２６条西１１丁目

セイコーマート とみた店

064-0929 札幌市中央区南２９条西１０丁目

セイコーマート 西円山敬樹園店

064-0944 札幌市中央区円山西町４丁目３番２０号

セイコーマート 西円山病院店

064-0944 札幌市中央区円山西町４丁目７番２５

ファミリーマート 札幌円山西町店

064-0944 札幌市中央区円山西町７丁目２番１号

有限会社 双子山

064-0946 札幌市中央区双子山 ３丁目１－８

株式会社 ふなきストアー

064-0946 札幌市中央区双子山１丁目７－４

ローソン 札幌宮の森１条店

064-0951 札幌市中央区宮の森１条１１丁目２５

セイコーマート はまざき店

064-0951 札幌市中央区宮の森１条１５丁目

フーズバラエティ すぎはら

064-0951 札幌市中央区宮の森１条９丁目３－１３

まいばすけっと宮の森２条店

064-0952 札幌市中央区宮の森２条５丁目２番８号

恵比寿屋 宮の森店

064-0952 札幌市中央区宮の森２条６丁目

北海道スパー 宮の森ショッピング店

064-0953 札幌市中央区宮の森３条１１丁目１番地１号

札幌荒井山簡易郵便局

064-0953 札幌市中央区宮の森３条１３丁目５－１８

サンクス 宮の森中央店

064-0953 札幌市中央区宮の森３条１丁目６４

サッポロドラッグストアー 宮の森３条店

064-0953 札幌市中央区宮の森３条２丁目５－１

ツルハドラッグ 宮の森３条店

064-0953 札幌市中央区宮の森３条６丁目３１番

北海市場 宮の森店

064-0954 札幌市中央区宮の森４条４丁目３－１６

セブンイレブン 札幌宮の森４条店

064-0954 札幌市中央区宮の森４条４丁目３－６

セブンイレブン札幌円山動物園店

064-0959 札幌市中央区宮ケ丘３番地１
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取扱店名

北
区

住 所

郵便番号

セイコーマート 北１０条店

001-0010 札幌市北区北１０条西１丁目１０番地 １浦野ビル１階

ローソン L 札幌北１０条店

001-0010 札幌市北区北１０条西４丁目１－６

セブンイレブン 札幌北１１条店

001-0011 札幌市北区北１１条西１丁目

サンクス 北海道大学前店

001-0011 札幌市北区北１１条西４丁目２番１５号

まいばすけっと北１１条西４丁目店

001-0011 札幌市北区北１１条西４丁目２番３号 ラビドールＮ１１ １Ｆ

コープさっぽろ 北１２条店

001-0012 札幌市北区北１２条西１丁目４

セブンイレブン 札幌北１２条店

001-0012 札幌市北区北１２条西４丁目

中村屋

001-0012 札幌市北区北１２条西４丁目

セイコーマート 地下鉄北１２条駅前店

001-0012 札幌市北区北１２条西４丁目１－２９

ASA 北大前

001-0013 札幌市北区北１３条西２丁目２番地

クスリのツルハ 北１３条店

001-0013 札幌市北区北１３条西３丁目

セイコーマート 北大病院前店

001-0013 札幌市北区北１３条西４丁目２番１７号

ナカジマ薬局 北大前店

001-0014 札幌市北区北１４条西４丁目１番１６号

ローソン 札幌北１５条西店

001-0015 札幌市北区北１５条西３丁目１－１

有限会社 丸正 浅川商店

001-0016 札幌市北区北１６条西４丁目

ディナーベル 北大前店

001-0016 札幌市北区北１６条西５丁目２－３０

セブンイレブン 札幌北１７条店

001-0017 札幌市北区北１７条西３丁目１番１２号

ビッグ 北１８条店

001-0017 札幌市北区北１７条西３丁目２－１６ 木村ビル１階

ドラッグセイムス北１８条店

001-0017 札幌市北区北１７条西４丁目２１

ローソン 札幌北大北口店

001-0017 札幌市北区北１７条西５丁目２－５０

セイコーマート どもん店

001-0018 札幌市北区北１８条西４丁目

全日食チェーン北１８条店

001-0018 札幌市北区北１８条西４丁目２番２０号 北１８条ハイツ１階

まいばすけっと北１９条西４丁目店

001-0019 札幌市北区北１９条西４丁目２番２０号 ヤノネビル１F

株式会社 戸島商店

001-0020 札幌市北区北２０条西５丁目 アップル２０

サンクス 札幌北２０条西店

001-0020 札幌市北区北２０条西５丁目１番３９号

セブンイレブン 札幌北２２条店

001-0022 札幌市北区北２２条西３丁目２番１５号

セイコーマート 北２２条店

001-0022 札幌市北区北２２条西４丁目２-１２

サンクス 札幌北２２条西店

001-0022 札幌市北区北２２条西５丁目１番１－３号

有限会社 マルゲンはら

001-0022 札幌市北区北２２条西９丁目

まいばすけっと北２３条西３丁目店

001-0023 札幌市北区北２３条西３丁目１－１ 北２３条シティハウス１Ｆ

ファミリーマート 札幌北２３条西３丁目店

001-0023 札幌市北区北２３条西３丁目１－１７

ビッグ 北２４条店

001-0023 札幌市北区北２３条西３丁目２－２６ サムスィングビル１階

ローソン L 札幌北２３条西店

001-0023 札幌市北区北２３条西４丁目１９

ローソン Ｌ 札幌北２３条西四丁目店

001-0023 札幌市北区北２３条西４丁目２－３７

まいばすけっと北２３条西５丁目店

001-0023 札幌市北区北２３条西５丁目１番３５号

スーパーエース２３条店

001-0023 札幌市北区北２３条西５丁目２－３５

セブンイレブン札幌北２３条店

001-0023 札幌市北区北２３条西６丁目２－４１

セイコーマート とみた北２３条店

001-0023 札幌市北区北２３条西７丁目２

セイコーマート 北２４条店

001-0024 札幌市北区北２４条西１４丁目３番 ３号

セブンイレブン 札幌北２４条店

001-0024 札幌市北区北２４条西２丁目１－１

サンクス 札幌北２４条駅前店

001-0024 札幌市北区北２４条西３丁目１番１２号

株式会社 兼中 田中商店

001-0024 札幌市北区北２４条西４丁目

河田商店

001-0024 札幌市北区北２４条西４丁目１－１
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取扱店名

北
区

住 所

郵便番号

ツルハドラッグ 北２４条店

001-0024 札幌市北区北２４条西４丁目１番２０号

北区役所売店

001-0024 札幌市北区北２４条西６丁目１－１ 北区役所１階

ツルハドラッグ 北２４条西店

001-0024 札幌市北区北２４条西９丁目１番１号

スーパーアークス 北２４条店

001-0024 札幌市北区北２４条西９丁目１番１号

ツルハドラッグ 麻生店

001-0040 札幌市北区北４０条西5丁目4番20号

株式会社 裕多加ショッピング

001-0025 札幌市北区北２５条西１５丁目

やおきゅう

001-0025 札幌市北区北２５条西１６丁目

ローソン 札幌北２５条西１６丁目店

001-0025 札幌市北区北２５条西１６丁目４－１３

札幌丸協青果株式会社 八百丸店

001-0025 札幌市北区北２５条西４丁目

ASA 幌北

001-0025 札幌市北区北２５条西４丁目１－２８

マックスバリュ 北店

001-0025 札幌市北区北２５条西４丁目２－５

瀬戸商店

001-0025 札幌市北区北２５条西５丁目２－１３

ジョイ 新川店

001-0026 札幌市北区北２６条西１４丁目１－３

セイコーマート 丸善たかはし店

001-0026 札幌市北区北２６条西１７丁目３－１２

セブンイレブン 北２７条店

001-0027 札幌市北区北２７条西１６丁目３－１４

セイコーマート 北２７条西店

001-0027 札幌市北区北２７条西１６丁目４番１５号

セイコーマート あきもと店

001-0027 札幌市北区北２７条西２丁目１－２５

ローソン Ｌ 札幌北２７条西七丁目店

001-0027 札幌市北区北２７条西７丁目１－１０

ココカラファイン 北２８条店

001-0028 札幌市北区北２８条西１３丁目１番３５号

ウイズ北２８条店 株式会社 斉藤商店

001-0028 札幌市北区北２８条西３丁目

はんこエース北大前通店

001-0028 札幌市北区北２８条西４丁目２番１５号

セブンイレブン 札幌北２８条店

001-0028 札幌市北区北２８条西５丁目２－３０

セブンイレブン 札幌北２９条店

001-0029 札幌市北区北２９条西１０丁目２－７

サンクス 北２９条西店

001-0029 札幌市北区北２９条西１２丁目３－５

ローソン Ｌ 札幌北３０条西１１丁目

001-0030 札幌市北区北３０条西１１丁目２－２０

まいばすけっと北３０条西５丁目店

001-0030 札幌市北区北３０条西５丁目１番１ インターナショナルビル１F

セイコーマート はぎなか店

001-0030 札幌市北区北３０条西８丁目

セイコーマート 北３１条店

001-0031 札幌市北区北３１条西４丁目１番１号

セブンイレブン 札幌北３１条店

001-0031 札幌市北区北３１条西６丁目３－２５

ディナーベル 新道西店

001-0032 札幌市北区北３２条西１０丁目

ツルハドラッグ 新道西店

001-0032 札幌市北区北３２条西１０丁目１５４－２

マックスバリュ 北３２条店

001-0032 札幌市北区北３２条西１３丁目１－１

サンクス 北３２条西店

001-0032 札幌市北区北３２条西４丁目３－２５

セブンイレブン札幌北３３条店

001-0033 札幌市北区北３３条西１０丁目１番１号

セブンイレブン 札幌北インター店

001-0033 札幌市北区北３３条西２丁目２－１７

ローソン 札幌地下鉄北３４条駅店

001-0033 札幌市北区北３３条西３丁目 地下鉄北３４条駅東改札

丸正食品 北３４条店

001-0033 札幌市北区北３３条西４丁目 北３４条ターミナルビル地下１階

セイコーマート 北３４条ターミナル店

001-0033 札幌市北区北３３条西４丁目２

サンドラッグ北３４条西店

001-0034 札幌市北区北３４条西１１丁目３－１６

北海道スパー 北３４条店

001-0034 札幌市北区北３４条西４丁目２－１

ローソン 札幌北３４条西八丁目店

001-0034 札幌市北区北３４条西８丁目１番２５号

セブンイレブン 札幌北３５条店

001-0035 札幌市北区北３５条西４丁目

サッポロドラッグストアー 麻生北３５条店

001-0035 札幌市北区北３５条西４丁目２番１５号
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北
区
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セイコーマート かさい店

001-0036 札幌市北区北３６条西２丁目

ツルハドラッグ 北３６条西店

001-0036 札幌市北区北３６条西９丁目２番１０号

セブンイレブン札幌北３７条店

001-0037 札幌市北区北３７条西７丁目３番２８

セブンイレブン 札幌北３９条店

001-0039 札幌市北区北３９条西３丁目１－１８

イオン札幌麻生店

001-0039 札幌市北区北３９条西４丁目１－５

ローソン 麻生駅南口店

001-0039 札幌市北区北３９条西５丁目１－１

株式会社 まつや

001-0039 札幌市北区北３９条西６丁目

セブンイレブン北海道ＳＴ麻生店

001-0040 札幌市北区北４０条西４丁目 地下鉄麻生駅構内

東光ストア 麻生店

001-0040 札幌市北区北４０条西４丁目２－１５

アインズ＆トルペ 麻生店

001-0040 札幌市北区北４０条西４丁目２－１５ 東光ストア内１F

ローソン 札幌北４０条西四丁目店

001-0040 札幌市北区北４０条西４丁目２－７

サンクス 麻生４丁目店

001-0045 札幌市北区麻生町４丁目１２－５

ビッグ 麻生店

001-0045 札幌市北区麻生町５丁目１－２１ 堂前ビル１階

ローソン 札幌麻生五丁目店

001-0045 札幌市北区麻生町５丁目１－６

セブンイレブン 麻生６丁目店

001-0045 札幌市北区麻生町６丁目

サッポロドラッグストアー 新琴似６番通店

001-0091 札幌市北区新琴似１１条５丁目１番４３号

フランクショップ しんこう

001-0901 札幌市北区新琴似１条１１丁目１－１

セイコーマート 新琴似１条１１丁目店

001-0901 札幌市北区新琴似１条１１丁目１３番２２号

セブンイレブン 新琴似１条店

001-0901 札幌市北区新琴似１条４丁目８－２０

ビバホーム 新琴似店

001-0901 札幌市北区新琴似１条７丁目９－５０

ツルハドラッグ 新琴似１条店

001-0901 札幌市北区新琴似１条７丁目９番３５号

サンクス 札幌新琴似２条店

001-0902 札幌市北区新琴似２条１１丁目１番１０号

セブンイレブン 札幌新琴似２条店

001-0902 札幌市北区新琴似２条１３丁目９番１２号

サンクス 札幌新琴似１番通店

001-0902 札幌市北区新琴似２条２丁目１０番１０号

コープさっぽろ 新琴似南店

001-0902 札幌市北区新琴似２条７丁目１－５０

ツルハドラッグ 新琴似２条店

001-0902 札幌市北区新琴似２条７丁目６４－２

サッポロドラッグストアー 新琴似店

001-0902 札幌市北区新琴似２条８丁目１番１０号

湯浅青果

001-0903 札幌市北区新琴似３条３丁目１－３０

セイコーマート かわはら店

001-0904 札幌市北区新琴似４条１５丁目

ホクレンショップ 新琴似店

001-0904 札幌市北区新琴似４条１７丁目１－２５

セイコーマート 新琴似４条店

001-0904 札幌市北区新琴似４条６丁目１７８－２９

ASA 新琴似

001-0905 札幌市北区新琴似５条１１丁目２－１８

長井商店

001-0905 札幌市北区新琴似５条２丁目４－１２

セブンイレブン 札幌新琴似５条店

001-0905 札幌市北区新琴似５条７丁目７－２３

セイコーマート 新琴似６条店

001-0906 札幌市北区新琴似６条１４丁目

まいばすけっと新琴似６条１丁目店

001-0906 札幌市北区新琴似６条１丁目１番２０エンブレム札幌新琴似１Ｆ

セブンイレブン 札幌新琴似６条東店

001-0906 札幌市北区新琴似６条２丁目４－６

セイコーマート ふじ店

001-0906 札幌市北区新琴似６条６丁目４番３号

サンドラッグ新琴似店

001-0907 札幌市北区新琴似７条１２丁目３

ローソン Ｌ 札幌新琴似７条十二丁目店

001-0907 札幌市北区新琴似７条１２丁目３－３３

セブンイレブン札幌新琴似７条店

001-0907 札幌市北区新琴似７条１６丁目

セイコーマート 麻生店

001-0907 札幌市北区新琴似７条１丁目

ツルハドラッグ 新琴似７条店

001-0907 札幌市北区新琴似７条６丁目２番１号
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北
区
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セブンイレブン札幌新琴似４番通店

001-0907 札幌市北区新琴似７条６丁目４番２５号

株式会社 丸富

001-0907 札幌市北区新琴似７条７丁目１番８号

株式会社 北海道三喜 新琴似店

001-0907 札幌市北区新琴似７条８丁目５-２４

ツルハドラッグ 新琴似４番通店

001-0907 札幌市北区新琴似７条１２丁目１番３３号

セイコーマート 新琴似５条店

001-0908 札幌市北区新琴似５条１０丁目５番１１号

ラッキー 新琴似４番通店

001-0908 札幌市北区新琴似８条１０丁目１番２２号

ＤＣＭホーマック 新琴似店

001-0908 札幌市北区新琴似８条１６丁目９番１号

セブンイレブン北海道ＳＴ新琴似店

001-0909 札幌市北区新琴似９条１丁目８０８－８

セイコーマート 新琴似１０条店

001-0910 札幌市北区新琴似１０条１３丁目６番１号

ローソン 札幌新琴似１０条店

001-0910 札幌市北区新琴似１０条１７丁目９９９－２

ツルハドラッグ 新琴似店

001-0910 札幌市北区新琴似１０条２丁目

マックスバリュ 新琴似店

001-0910 札幌市北区新琴似１０条２丁目１番地

ローソン 札幌新琴似１１条店

001-0911 札幌市北区新琴似１１条１１－ ２－１１

セブンイレブン 札幌新琴似１１条西店

001-0911 札幌市北区新琴似１１条１７丁目１－２９

セイコーマート おおば店

001-0911 札幌市北区新琴似１１条６丁目２番１０号

ローソン 札幌新琴似１２条店

001-0912 札幌市北区新琴似１２条１丁目１－１

遠藤商店

001-0912 札幌市北区新琴似１２条３丁目

北海道スパー 新川１条店

001-0921 札幌市北区新川１条３丁目１－１

サンクス 札幌新川１条店

001-0921 札幌市北区新川１条６丁目２番１号

ローソン 札幌新川２条十丁目店

001-0922 札幌市北区新川２条１０丁目１－３１

セブンイレブン 札幌新川インター店

001-0922 札幌市北区新川２条１２丁目７－１

佐々木青果

001-0922 札幌市北区新川２条３丁目１－２５

セブンイレブン 札幌新川２条店

001-0922 札幌市北区新川２条４丁目８番３５号

ＭＥＧＡドン・キホーテ新川店

001-0922 札幌市北区新川２条７丁目３－２０

北海道スパー 新川藤栄店

001-0923 札幌市北区新川３条１０丁目２－１６

サンクス 新川３条店

001-0923 札幌市北区新川３条１６丁目５９５－２９９

有限会社 笠原商店

001-0923 札幌市北区新川３条２丁目

ツルハドラッグ 新川3条店

001-0923 札幌市北区新川３条３丁目３番２３号

ファミリーマート 札幌新川３条７丁目店

001-0923 札幌市北区新川３条７丁目１番６０号

セブンイレブン 札幌新川４条店

001-0924 札幌市北区新川４条１６丁目２－２２

セイコーマート 新川５条店

001-0925 札幌市北区新川５条１６丁目５番８号

ビッグハウス 新川店

001-0926 札幌市北区新川６条１４丁目１－１

セイコーマート 新川西店

001-0933 札幌市北区新川西３条３丁目

セブンイレブン 札幌新川西３条店

001-0933 札幌市北区新川西３条３丁目１１－１５

有限会社 柏原まごべい商店 屯田店

002-0852 札幌市北区屯田２条１丁目７－２９

セブンイレブン 札幌屯田３条店

002-0853 札幌市北区屯田３条７丁目

花のこすぎ

002-0854 札幌市北区屯田４条７丁目７－３１

セイコーマート 屯田５条店

002-0855 札幌市北区屯田５条１０丁目１番１号

スーパーエース屯田店

002-0855 札幌市北区屯田５条３丁目２－２３

コープさっぽろ とんでん店

002-0855 札幌市北区屯田５条７丁目１－１

セブンイレブン 札幌屯田６条西店

002-0856 札幌市北区屯田６条１０丁目１－２０

セブンイレブン 札幌屯田６条店

002-0856 札幌市北区屯田６条４丁目１番２５号

サンクス 札幌屯田６条店

002-0856 札幌市北区屯田６条６丁目２番１８号
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ツルハドラッグ 屯田５条店

002-0850 札幌市北区屯田５条５丁目３－６

ローソン Ｌ 札幌屯田７条一丁目店

002-0857 札幌市北区屯田７条１丁目３－１０

セイコーマート いとう屯田７条店

002-0857 札幌市北区屯田７条９丁目３番

ホクレンFoodFarm 屯田８条店

002-0858 札幌市北区屯田８条１０丁目６－１

セイコーマート屯田８条店

002-0858 札幌市北区屯田８条２丁目８番３０号

イトーヨーカドー 屯田店

002-0858 札幌市北区屯田８条３丁目５－１

サンドラッグ屯田店

002-0858 札幌市北区屯田８条４丁目１－２４

株式会社 ジョイフルエーケー 屯田店

002-0858 札幌市北区屯田８条５丁目５番１号

セブンイレブン 札幌季実の里店

002-0858 札幌市北区屯田８条７丁目１０－２０

セイコーマート 屯田８条８丁目店

002-0858 札幌市北区屯田８条８丁目１４番２５号

スーパーセンタートライアル 屯田店

002-0859 札幌市北区屯田９条１２丁目１－１

セイコーマート 屯田９条店

002-0859 札幌市北区屯田９条１２丁目５番１０号

田嶋商店

002-0859 札幌市北区屯田９条１丁目１０－１２

サッポロドラッグストアー 屯田店

002-0859 札幌市北区屯田９条３丁目１番１号

ASA 屯田

002-0861 札幌市北区屯田１１条１丁目８－１

ASA 篠路

002-0861 札幌市北区屯田１１条１丁目８－１

セイコーマート 屯田１１条店

002-0861 札幌市北区屯田１１条３丁目７番１０号

セブンイレブン 札幌屯田１１条店

002-0861 札幌市北区屯田１１条３丁目８－７

セイコーマート あいの里３条店

002-0873 札幌市北区あいの里３条５丁目１３番地１号

サッポロドラッグストアー 東雁来11条店

007-0031 札幌市東区東雁来１１条4丁目1番30号

ローソン 札幌屯田４条店

002-2854 札幌市北区屯田４条４丁目１２－５６

綾香

002-8004 札幌市北区太平４条１丁目２番２１号 ウェカルバ太平別棟

ビッグハウス 太平店

002-8004 札幌市北区太平４条１丁目３－１

セイコーマート 太平４条店

002-8004 札幌市北区太平４条３丁目２－１１

有限会社 ショートストップ太平

002-8004 札幌市北区太平４条５丁目

セブンイレブン 札幌太平６条１丁目店

002-8006 札幌市北区太平６条１丁目２－５

ローソン 札幌太平６条店

002-8006 札幌市北区太平６条５丁目１－１

セブンイレブン札幌太平７条店

002-8007 札幌市北区太平７条７丁目１－４０

セブンイレブン 札幌太平９条店

002-8009 札幌市北区太平９条４丁目

北海道スパー 太平店

002-8009 札幌市北区太平９条７丁目１－８

セイコーマート たいへい店

002-8011 札幌市北区太平１１条５丁目７７－５

スーパーセンタートライアル 篠路店

002-8012 札幌市北区太平１２条１丁目１－１

ＭＥＧＡドン・キホーテ篠路店

002-8012 札幌市北区太平１２条１丁目１－１

サンクス 篠路１条店

002-8021 札幌市北区篠路１条１０丁目１－１０

ＤＣＭホーマック 篠路店

002-8021 札幌市北区篠路１条１丁目１－１０

セイコーマート 篠路１条店

002-8021 札幌市北区篠路１条８丁目９番３号

セイコーマート 横新道店

002-8022 札幌市北区篠路２条１丁目３

和田青果

002-8022 札幌市北区篠路２条２丁目１－２１

セブンイレブン 札幌篠路店

002-8022 札幌市北区篠路２条４丁目６－１６

マルコストアー 本店

002-8022 札幌市北区篠路２条５丁目１０番１号

レインボー

002-8022 札幌市北区篠路２条５丁目８－２３

セブンイレブン 札幌篠路２条店

002-8022 札幌市北区篠路２条８丁目４－１５

ツルハドラッグ 篠路店

002-8023 札幌市北区篠路３条４丁目１－１
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ラッキー 篠路店

002-8023 札幌市北区篠路３条４丁目１番

ローソン Ｌ 札幌篠路３条店

002-8023 札幌市北区篠路３条６丁目

株式会社 道新中西販売所

002-8023 札幌市北区篠路３条７丁目３－１９

有限会社 井形電気商会

002-8023 札幌市北区篠路３条７丁目８－１

ビッグハウス ノース

002-8023 札幌市北区篠路３条９丁目２－１５

みずの商店

002-8024 札幌市北区篠路４条２丁目

ツルハドラッグ 篠路東店

002-8024 札幌市北区篠路４条９丁目１５番１号

サッポロドラッグストアー 篠路店

002-8025 札幌市北区篠路５条５丁目１番地５

くろだ商店

002-8025 札幌市北区篠路５条６丁目

馬渕商店

002-8026 札幌市北区篠路６条１丁目４－１２

セイコーマート うえすぎ店

002-8027 札幌市北区篠路７条４丁目２－２１

セイコーマート 篠路７条店

002-8027 札幌市北区篠路７条４丁目２番２２号

セブンイレブン 札幌篠路７条店

002-8027 札幌市北区篠路７条５丁目１－１２

有限会社 こまどりストアー

002-8028 札幌市北区篠路８条３丁目

マルコストアー 篠路８条店

002-8028 札幌市北区篠路８条３丁目５－１９

特産品のなごみ

002-8028 札幌市北区篠路８条６丁目１３－１０

セブンイレブン 札幌篠路１０条店

002-8030 札幌市北区篠路１０条４丁目４－１０

セブンイレブン 札幌東茨戸店

002-8042 札幌市北区東茨戸２条１丁目７５番１

医療法人社団 札幌優翔館病院 内売店

002-8042 札幌市北区東茨戸２条２丁目８番２５号

株式会社 マルキ木田商店

002-8053 札幌市北区篠路町篠路３４０－１

北海道スパー 拓北店

002-8063 札幌市北区拓北３条２丁目７

セブンイレブン 札幌拓北店

002-8064 札幌市北区拓北４条４丁目４－１７

ひまわり市場

002-8066 札幌市北区拓北６条３丁目２－２２

セイコーマート 拓北駅前店

002-8066 札幌市北区拓北６条３丁目８－１

株式会社 山一 山本商店

002-8067 札幌市北区拓北７条２丁目

全日食チェーンシティマーケット拓北店

002-8067 札幌市北区拓北７条２丁目９－２３

セイコーマート 季実の里店

002-8067 札幌市北区屯田７条４丁目１番２２号

東光ストア あいの里店

002-8071 札幌市北区あいの里１条５丁目１－３１

セイコーマート 教育大駅前店

002-8071 札幌市北区あいの里１条５丁目１番１０号

コープさっぽろ あいの里店

002-8071 札幌市北区あいの里１条５丁目２

アインズ あいの里東光店

002-8071 札幌市北区あいの里１条５丁目２－３ 東光ストア内

ASA あいの里

002-8072 札幌市北区あいの里２条４丁目１１－７

ローソン 札幌あいの里２条店

002-8072 札幌市北区あいの里２条６－ １－２５

ツルハドラッグ あいの里店

002-8072 札幌市北区あいの里２条６丁目１番４

ローソン L 札幌あいの里店

002-8073 札幌市北区あいの里３条８丁目１４－２６

セイコーマート あいの里店

002-8074 札幌市北区あいの里４条５丁目

セブンイレブン 札幌あいの里２条店

002-8078 札幌市北区あいの里２条１丁目２１－５

セブンイレブン 札幌百合が原店

002-8081 札幌市北区百合が原１０丁目１番２０号

アカツキ交通 株式会社

002-8081 札幌市北区百合が原４丁目１０－８

ローソン L 札幌百合が原六丁目店

002-8081 札幌市北区百合が原６丁目４－８

丸昭 本田商店

002-8081 札幌市北区百合が原８丁目

ビバホーム あいの里店

006-0860 札幌市北区あいの里１条６丁目２－２

セイコーマート 新琴似１２条店

011-0912 札幌市北区新琴似１２条１５丁目５番１１号
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セブンイレブン 札幌北６条西１丁目店

060-0806 札幌市北区北６条西１丁目

サンクス 札幌駅東口店

060-0806 札幌市北区北６条西１丁目４番地２

アインズ＆トルペ 札幌パセオ店

060-0806 札幌市北区北６条西２丁目１－７ パセオイースト１階

セブンイレブン 北海道ＳＴ札幌パセオ西店

060-0806 札幌市北区北６条西２丁目パセオウエスト１Ｆ

ローソン Ｌ 札幌北６条西四丁目店

060-0806 札幌市北区北６条西４丁目２－６

サッポロドラッグストアー パセオ西店

060-0806 札幌市北区北６条西４丁目３番１パセオ１階 ファクトリーランド

サンクス 札幌駅西口店

060-0806 札幌市北区北６条西６丁目１－４

ファミリーマート 札幌北６条西７丁目店

060-0806 札幌市北区北６条西７丁目５－２２

ローソン 札幌北７条西一丁目店

060-0807 札幌市北区北７条西１丁目２－６

ローソン 札幌駅北口前店

060-0807 札幌市北区北７条西２丁目７－１

セイコーマート 北７条店

060-0807 札幌市北区北７条西２丁目９

サンクス 札幌駅北口店

060-0807 札幌市北区北７条西４丁目１番地

セブンイレブン 札幌北７条西５店

060-0807 札幌市北区北７条西５丁目５－３

ローソン 札幌北７条西六丁目店

060-0807 札幌市北区北７条西６丁目２－５

セイコーマート 合同庁舎店

060-0808 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第一合同庁舎

ローソン 札幌ステーションタワー店

060-0808 札幌市北区北８条西３－３２

ローソン 札幌北８条西店

060-0808 札幌市北区北８条西３丁目２８

セイコーマート つぼた店

060-0808 札幌市北区北８条西５丁目

サンクス 札幌北９条西店

060-0809 札幌市北区北９条西２丁目２１番地１

セイコーマート北９条店

060-0809 札幌市北区北９条西３丁目１番地

ローソン 北海道大学病院店

060-0814 札幌市北区北１４条西５丁目

ＤＣＭホーマック 東雁来店

007-0030 札幌市東区東雁来１０条３丁目１番１号

ザ・ビッグ 東雁来店

007-0030 札幌市東区東雁来１０条３丁目１番６号

ローソン 札幌東雁来１０条店

007-0030 札幌市東区東雁来１０条４丁目

セイコーマート 東雁来１１条店

007-0031 札幌市東区東雁来１１条２丁目１番１号

セブンイレブン札幌東雁来１１条店

007-0031 札幌市東区東雁来１１条３丁目２番 ３５号

セブンイレブン 札幌東苗穂１条店

007-0801 札幌市東区東苗穂１条２丁目３－２７

セイコーマート 東苗穂１条店

007-0801 札幌市東区東苗穂１条２丁目３番地

イオン札幌苗穂店

007-0802 札幌市東区東苗穂２条３丁目１－１

荒川商店

007-0803 札幌市東区東苗穂３条１丁目

ＤＣＭホーマック 東苗穂店

007-0803 札幌市東区東苗穂３条２丁目５番１０号

セブンイレブン 札幌東苗穂３条店

007-0803 札幌市東区東苗穂３条３丁目１－５３

セブンイレブン 札幌東苗穂４条店

007-0804 札幌市東区東苗穂４条２丁目３－３１

サッポロドラッグストアー東苗穂４条店

007-0804 札幌市東区東苗穂４条２丁目５番１号

セイコーマート 東苗穂４条店

007-0804 札幌市東区東苗穂４条３丁目２番６号

セイコーマート つねまる店

007-0805 札幌市東区東苗穂５条３丁目３－１１

すがわら金物館

007-0805 札幌市東区東苗穂５条３丁目４－１

いがらし薬局

007-0806 札幌市東区東苗穂６条２丁目６－２０

喫茶赤れんが

007-0806 札幌市東区東苗穂６条３丁目３－１

セブンイレブン札幌東苗穂７条店

007-0807 札幌市東区東苗穂７条３丁目１－１

ツルハドラッグ 東苗穂７条店

007-0807 札幌市東区東苗穂７条３丁目２番１号

ホクレンFoodFarm 東苗穂店

007-0808 札幌市東区東苗穂８条１丁目１８－１

ローソン Ｌ 札幌東苗穂８条店

007-0808 札幌市東区東苗穂８条２丁目１４－２０
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セイコーマート 東苗穂８条店

007-0808 札幌市東区東苗穂８条２丁目３番５５号

マルコストアー 東苗穂店

007-0809 札幌市東区東苗穂９条２丁目１４－２６

ASA 札苗

007-0809 札幌市東区東苗穂９条３丁目１－６

北海道スパー 東苗穂９条店

007-0809 札幌市東区東苗穂９条３丁目９－１

木村商店

007-0809 札幌市東区東苗穂９条３丁目９－１

川添商店

007-0810 札幌市東区東苗穂１０条１丁目２－１９

セイコーマート 東苗簿１０条店

007-0810 札幌市東区東苗穂１０条２丁目１９番 ２５号

ヘアーサロンのむら

007-0810 札幌市東区東苗穂１０条３丁目１０－５

フォトシステム

007-0810 札幌市東区東苗穂１０条３丁目１－２

セブンイレブン 札幌三角点通店

007-0812 札幌市東区東苗穂１２条２丁目

ツルハドラッグ 東苗穂店

007-0812 札幌市東区東苗穂１２条３丁目１－１０

ザ・ビッグエクスプレスモエレ店

007-0813 札幌市東区東苗穂１３条２丁目１２－１

セイコーマート 東苗穂１３条店

007-0813 札幌市東区東苗穂１３条３丁目２５番１号

サンクス 東豊店

007-0814 札幌市東区東苗穂１４条２丁目１７－１０

ツルハドラッグ 東雁来店

007-0820 札幌市東区東雁来１０条３丁目１番５号

ファミリーマート 勤医協中央病院店

007-0825 札幌市東区東雁来５条１丁目９番１号

サンクス 札幌東雁来６条店

007-0826 札幌市東区東雁来６条２丁目２－３０

株式会社 大倉産業

007-0826 札幌市東区東雁来６条２丁目７－２３

セブンイレブン 札幌東雁来店

007-0828 札幌市東区東雁来８条１丁目

セイコーマート 東雁来８条店

007-0828 札幌市東区東雁来８条１丁目７番１８号

セブンイレブン札幌東雁来９条４丁目店

007-0829 札幌市東区東雁来９条４丁目７番２０号

東光ストア 東区役所駅前店

065-0012 札幌市東区北１２条東７丁目１－１５

ツルハドラッグ 本町店

065-0042 札幌市東区本町２条４丁目８番６号

セブンイレブン札幌北３４条東１３丁目店

007-0834 札幌市東区北３４条東１３丁目２番２１号

マックスバリュエクスプレス 新道店

007-0834 札幌市東区北３４条東１６丁目１－３０

ローソン Ｌ 札幌北３４東二十丁目店

007-0834 札幌市東区北３４条東２０丁目１－１

株式会社 マルミ北栄商店

007-0834 札幌市東区北３４条東７丁目

ビッグ 新道東店

007-0835 札幌市東区北３５条東１５丁目１－２０ エメラルド３５ １階

サンクス 東１丁目店

007-0835 札幌市東区北３５条東１丁目７９６

有限会社 森田商事

007-0835 札幌市東区北３５条東２２丁目

ローソン 札幌北３５条東店

007-0835 札幌市東区北３５条東２７丁目

有限会社 山世 北村商店

007-0835 札幌市東区北３５条東２丁目

ツルハドラッグ 北３５条店

007-0835 札幌市東区北３５条東３丁目１－１

ラルズマート 北３５条店

007-0835 札幌市東区北３５条東４丁目１－１

セブンイレブン 札幌北３５条東店

007-0835 札幌市東区北３５条東７丁目３－２８

ローソン Ｌ 札幌北３６東一丁目店

007-0836 札幌市東区北３６条東１丁目７５３－７４

サンクス 札幌北３６条東店

007-0836 札幌市東区北３６条東２０丁目２番１４号

北海道スパー 丘珠店

007-0836 札幌市東区北３６条東２５丁目１番１号

沢田

007-0836 札幌市東区北３６条東４丁目

セイコーマート 丘珠空港前店

007-0837 札幌市東区北３７条東２２丁目６番１２号

セブンイレブン 札幌北３７条東店

007-0837 札幌市東区北３７条東２７丁目１－７

ローソン 札幌北３７条東店

007-0837 札幌市東区北３７条東２７丁目２－３

ファミリーマート 札幌北３７条店

007-0837 札幌市東区北３７条東２９丁目７番１０号
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志村商店

007-0837 札幌市東区北３７条東９丁目２－１９

ローソン L 札幌北３８条東店

007-0838 札幌市東区北３８条東１９丁目１－２８

セブンイレブン札幌北３９条東１６丁目店

007-0839 札幌市東区北３９条東１６丁目２－１

小西青果店

007-0839 札幌市東区北３９条東７丁目１－１５

さかえや酒井商店

007-0840 札幌市東区北４０条東１５丁目

ナカジマ薬局 麻生店

007-0840 札幌市東区北４０条東１丁目１番１号

サッポロドラッグストアー麻生北４０条店

007-0840 札幌市東区北４０条東１丁目１番２７号

マックスバリュ 北４０条店

007-0840 札幌市東区北４０条東１丁目３番１号

サンクス 札幌北４０条東店

007-0840 札幌市東区北４０条東８丁目１－１

株式会社 宮川商事

007-0841 札幌市東区北４１条東１３丁目

ローソン 札幌北４１条店

007-0841 札幌市東区北４１条東１５丁目１－１９

三田商店

007-0841 札幌市東区北４１条東１５丁目２－１２

ザ・ビッグエクスプレス栄町店

007-0841 札幌市東区北４１条東１７丁目４番 １号

サッポロドラッグストアー 栄町店

007-0841 札幌市東区北４１条東１７丁目４番１５号

ナカジマ薬局 北４１条店

007-0841 札幌市東区北４１条東１丁目１番３１号

ローソン 札幌北４１条東２丁目店

007-0841 札幌市東区北４１条東２丁目８０４－９３

ツルハドラッグ 北４１条店

007-0841 札幌市東区北４１条東５丁目２番１８号

セブンイレブン 札幌北４１条東９丁目店

007-0841 札幌市東区北４１条東９丁目２番１０号

サンドラッグ北４１条店

007-0841 札幌市東区北４１条東９丁目３－１

イオン札幌栄町店

007-0842 札幌市東区北４２条東１６丁目１－５

セブンイレブン札幌北４２条東１８丁目店

007-0842 札幌市東区北４２条東１８丁目１番３号

セイコーマート 北４２条東１丁目店

007-0842 札幌市東区北４２条東１丁目３番１号

札幌三条青果

007-0842 札幌市東区北４２条東３丁目１－１４

株式会社 ドン・キホーテ 北４２条店

007-0842 札幌市東区北４２条東７－ １－ １

セイコーマート 北４３条店

007-0843 札幌市東区北４３条東１５丁目３番２５号

セブンイレブン 札幌北４３条店

007-0843 札幌市東区北４３条東３丁目

北海道スパー 北４４条店

007-0844 札幌市東区北４４条東４丁目

セブンイレブン札幌北４５条東１４丁目店

007-0845 札幌市東区北４５条東１４丁目２番１２号

セイコーマート 栄町店

007-0845 札幌市東区北４５条東１９丁目３番 ３号

有限会社 森 金物燃料店

007-0846 札幌市東区北４６条東８丁目１－３

有限会社 小谷商店

007-0848 札幌市東区北４８条東１０丁目

ASA 東栄

007-0848 札幌市東区北４８条東８丁目１－２０

ツルハドラッグ 栄町店

007-0849 札幌市東区北４９条東１５丁目７２３－１

ホクレンショップ ４９条店

007-0849 札幌市東区北４９条東１５丁目７２３－１

サンクス 北４９条東店

007-0849 札幌市東区北４９条東５丁目１－１

ＤＣＭホーマック 北栄店

007-0849 札幌市東区北４９条東７丁目１番１号

ラッキー 北４９条店

007-0849 札幌市東区北４９条東７丁目２番１５号

ツルハドラッグ北５０条店

007-0850 札幌市東区北５０条東８丁目１番３８号

セイコーマート 百合が原公園店

007-0851 札幌市東区北５１条東１５丁目２－１５

北海市場 伏古店

007-0861 札幌市東区伏古１条４丁目１－４５

セイコーマート 伏古店

007-0861 札幌市東区伏古１条５丁目１番地

セブンイレブン 札幌伏古３条店

007-0863 札幌市東区伏古３条４丁目

ASA 伏古

007-0864 札幌市東区伏古４条４丁目５－２
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セイコーマート 伏古５条店

007-0865 札幌市東区伏古５条３丁目４番３０号

ツルハドラッグ 伏古店

007-0865 札幌市東区伏古５条４丁目

ラルズマート 伏古店

007-0866 札幌市東区伏古６条３丁目４－１

サンドラッグ伏古６条店

007-0866 札幌市東区伏古６条４丁目１－１

からかね青果店

007-0868 札幌市東区伏古８条２丁目９－ ８

セイコーマート おおえ店

007-0868 札幌市東区伏古８条３丁目

ファミリーマート 札幌伏古８条店

007-0868 札幌市東区伏古８条３丁目１番３６号

セブンイレブン 札幌伏古８条店

007-0868 札幌市東区伏古８条５丁目１－２６

セイコーマート 伏古９条店

007-0869 札幌市東区伏古９条４丁目１番１号

サッポロドラッグストアー 伏古１０条店

007-0870 札幌市東区伏古１０条５丁目２番７号

コープさっぽろ 新道店

007-0871 札幌市東区伏古１１条３丁目１－４５

サンワドー 新道店

007-0871 札幌市東区伏古１１条３丁目１－５０

ツルハドラッグ 伏古１１条店

007-0871 札幌市東区伏古１１条４丁目１－７

セイコーマート 伏古１１条店

007-0871 札幌市東区伏古１１条４丁目２－１３

セブンイレブン 伏古１２条店

007-0872 札幌市東区伏古１２条５丁目７－１０

メガセンタートライアル 伏古店

007-0873 札幌市東区伏古１３条３丁目２１－１

サンドラッグ伏古店

007-0873 札幌市東区伏古１３条３丁目２１－１

セブンイレブン 札幌伏古１４条店

007-0874 札幌市東区伏古１４条３丁目

サンクス 丘珠空港通り店

007-0874 札幌市東区伏古１４条５丁目１－２０

セイコーマート 丘珠店

007-0880 札幌市東区丘珠町２８７番地４

セブンイレブン 札幌北丘珠店

007-0881 札幌市東区北丘珠１条３丁目６５４番地３４

サンクス 北丘珠店

007-0882 札幌市東区北丘珠２条４丁目３－５０

ウィズマート丘珠店

007-0883 札幌市東区北丘珠３条１丁目２１－１５

北海道スパー 北丘珠店

007-0884 札幌市東区北丘珠４条３丁目３－５

セイコーマート さくま店

007-0890 札幌市東区中沼５条１丁目２－１

小村

007-0895 札幌市東区中沼西５条１丁目７－２０

ローソン 札幌伏古８条店

007-0942 札幌市東区伏古８条４丁目２－８

まいばすけっと北６条東５丁目店

060-0906 札幌市東区北６条東５丁目１－３ クリーンリバーフィネス札幌ミッドステージフロント１Ｆ １２１号

セイコーマート くぼた店

060-0907 札幌市東区北７条東３丁目２８

有限会社 トガシ薬局

060-0907 札幌市東区北７条東５丁目１７

セイコーマート 北８条店

060-0908 札幌市東区北８条東１丁目１番 ２５号

サッポロドラッグストアー 北８条店

060-0908 札幌市東区北８条東４丁目１９番地２４

セブンイレブン札幌北８条東５丁目店

060-0908 札幌市東区北８条東５丁目１９－１

まいばすけっと北９条東２丁目店

060-0909 札幌市東区北９条東２丁目３－１８ ルラシオン北９条１F

ＤＣＭホーマック 光星店

060-0909 札幌市東区北９条東５丁目２番１８号

北海市場 東店

060-0909 札幌市東区北９条東６丁目２－２３

株式会社 加賀谷商店

060-0909 札幌市東区北９条東７丁目

サンクス 札幌北６条東店

065-0006 札幌市東区北６条東２０丁目１－１２

セブンイレブン 札幌北７条店

065-0007 札幌市東区北７条東１４丁目

ビッグハウス 苗穂店

065-0007 札幌市東区北７条東１８丁目２－１０

ローソン 札幌北７条東店

065-0007 札幌市東区北７条東８－ ２－５

アインズ＆トルペ アリオ札幌店

065-0007 札幌市東区北７条東９丁目２ー２０ アリオ札幌内

サンクス 札幌北８条東店

065-0008 札幌市東区北８条東１７丁目１－１４
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株式会社 フジヤエイド

065-0009 札幌市東区北９条東１６丁目１番２０号

株式会社 伊藤塗工部

065-0010 札幌市東区北１０条東１２丁目３番８号

サンクス 北１０条東店

065-0010 札幌市東区北１０条東２丁目４０－１１

近藤商店

065-0010 札幌市東区北１０条東４丁目

ツルハドラッグ 北１０条店

065-0010 札幌市東区北１０条東５丁目３０－３

セイコーマート おしだ店

065-0010 札幌市東区北１０条東８丁目２－６

北海道スパー 北１１条店

065-0011 札幌市東区北１１条東１２丁目１番１０号

セイコーマート しみず北１１条店

065-0011 札幌市東区北１１条東３丁目

有限会社 北海道新聞中田専売所

065-0011 札幌市東区北１１条東３丁目２－１０

セブンイレブン札幌北１１条東３丁目店

065-0011 札幌市東区北１１条東３丁目２－２０

サンクス 北１１条東店

065-0011 札幌市東区北１１条東６丁目１４－１７

東区役所売店

065-0011 札幌市東区北１１条東７丁目１－１ 東区役所３階

まいばすけっと北１１条東８丁目店

065-0011 札幌市東区北１１条東８丁目１－３

セブンイレブン 札幌北１２条東店

065-0012 札幌市東区北１２条東１３丁目２－２５

セイコーマート 北１２条東店

065-0012 札幌市東区北１２条東１５丁目２１

ローソン Ｌ 札幌北１２条東十七丁目店

065-0012 札幌市東区北１２条東１７丁目１－１０

ドラッグセイムス札幌苗穂店

065-0012 札幌市東区北１２条東１７丁目１－１０

有限会社 ヤマサ斉藤青果店

065-0012 札幌市東区北１２条東７丁目 ショッピングセンター光星内

調剤薬局ツルハドラッグ 北１２条店

065-0012 札幌市東区北１２条東８丁目３番１

有限会社 山広 山田商店

065-0013 札幌市東区北１３条東１３丁目

セブンイレブン札幌北１３条東駅前店

065-0013 札幌市東区北１３条東１丁目２－１

ローソン 札幌北１３条東店

065-0013 札幌市東区北１３条東３－ １－１

マックスバリュ光星店

065-0013 札幌市東区北１３条東７丁目２番

まいばすけっと北１４条東１５丁目店

065-0014 札幌市東区北１４条東１５丁目３番５号 Ｓ・Ｔビル１Ｆ

株式会社 兼吉 柏野商店

065-0014 札幌市東区北１４条東１丁目

株式会社 丸吉 ナカタ

065-0014 札幌市東区北１４条東１丁目１番２２号

ビッグハウス 光星店

065-0014 札幌市東区北１４条東３丁目１－３０

ローソン 札幌北１４条店

065-0014 札幌市東区北１４条東６丁目１－１０

セブンイレブン 札幌北１５条東店

065-0015 札幌市東区北１５条東１０丁目１－１

セイコーマート 環状通東店

065-0015 札幌市東区北１５条東１５丁目４番１５号

セイコーマート いしかわ店

065-0015 札幌市東区北１５条東６丁目

ビッグ 環状通東店

065-0016 札幌市東区北１６条東１６丁目１－７ NORTH１６BLD １階

セイコーマート 北１６条東店

065-0016 札幌市東区北１６条東１６丁目１番１号

ホダカ 元町店

065-0016 札幌市東区北１６条東１９丁目２－１

セイコーマート 丸田くぼた

065-0017 札幌市東区北１７条東１３丁目

マックスバリュ 元町店

065-0017 札幌市東区北１７条東１６丁目１－１０

北海道スパー 北１７条店

065-0017 札幌市東区北１７条東１７丁目３番１９

ＤＣＭホーマック 元町店

065-0017 札幌市東区北１７条東２０丁目１

ローソン 札幌北１７東三丁目店

065-0017 札幌市東区北１７条東３丁目２－８

小路商店

065-0017 札幌市東区北１７条東５丁目

ローソン 札幌北１７条東７店

065-0017 札幌市東区北１７条東７丁目２－１８

セブンイレブン札幌北１８条東１５丁目店

065-0018 札幌市東区北１８条東１５丁目１－２

ツルハドラッグ 北１８条東店

065-0018 札幌市東区北１８条東１５丁目１番１０号
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セブンイレブン 札幌北１８条東１６丁目店

065-0018 札幌市東区北１８条東１６丁目１番１０号

株式会社 兼富 岡崎商店

065-0018 札幌市東区北１８条東１丁目

まいばすけっと北１８条東１丁目店

065-0018 札幌市東区北１８条東１丁目３番２４号 岡崎ビル１Ｆ

ローソン Ｌ 札幌北１８東一丁目店

065-0018 札幌市東区北１８条東１丁目６－１

セイコーマート 元町北１８条店

065-0018 札幌市東区北１８条東２０丁目１番地１

セブンイレブン 札幌北１８条東店

065-0018 札幌市東区北１８条東７丁目１番２６号

スーパーエース美香保店

065-0018 札幌市東区北１８条東８丁目２－１５

サッポロドラッグストアー 北１９条店

065-0019 札幌市東区北１９条東１５丁目５番１号

セブンイレブン札幌北１９条東店

065-0019 札幌市東区北１９条東１９丁目

菜食倶楽部

065-0019 札幌市東区北１９条東１丁目１－２２

株式会社 丸井足立金物店

065-0019 札幌市東区北１９条東１丁目１－２４

マルユーマート

065-0019 札幌市東区北１９条東２１丁目

ローソン Ｌ 札幌北１９東二十一丁目店

065-0019 札幌市東区北１９条東２１丁目４－５

ASA 美香保

065-0019 札幌市東区北１９条東７丁目３６５

ASA 鉄東

065-0019 札幌市東区北１９条東７丁目３６５

セイコーマート たかくわ北２０条店

065-0020 札幌市東区北２０条東１５丁目１番１２号

セブンイレブン 札幌北２０条東店

065-0020 札幌市東区北２０条東１丁目１番２２号

セイコーマート マルヨくどう店

065-0020 札幌市東区北２０条東３丁目

サンドラッグ北２０条店

065-0020 札幌市東区北２０条東８丁目１２－１

サンクス 札幌北２１条東店

065-0021 札幌市東区北２１条東１３丁目３番７号

セブンイレブン札幌北２１条東１５丁目店

065-0021 札幌市東区北２１条東１５丁目４-２３

コープさっぽろ 元町店

065-0021 札幌市東区北２１条東１６丁目２－１２

セブンイレブン札幌北２１条東８丁目店

065-0021 札幌市東区北２１条東８丁目１番３号

北海道スパー 北２２条店

065-0022 札幌市東区北２２条東１３丁目１－３０

パッケージショップオオクラ

065-0022 札幌市東区北２２条東１６丁目１－１３ タブサビル１階

サンクス 札幌元町店

065-0022 札幌市東区北２２条東１８丁目

ローソン Ｌ 札幌北２２東一丁目店

065-0022 札幌市東区北２２条東１丁目３０４－１７

ビッグ 元町店

065-0023 札幌市東区北２３条東１５丁目５－２６ 昌栄堂ビル１階

調剤薬局ツルハドラッグ 元町駅前店

065-0023 札幌市東区北２３条東１６丁目１－１１

田村寝装

065-0023 札幌市東区北２３条東１丁目７－２６

まいばすけっと北２３条東１丁目店

065-0023 札幌市東区北２３条東１丁目８番１３号

ローソン 札幌北２４東十二丁目店

065-0024 札幌市東区北２４条東１２丁目１－１

ローソン 札幌元町駅前店

065-0024 札幌市東区北２４条東１５丁目４－２３

セイコーマート 元町駅正栄ビル店

065-0024 札幌市東区北２４条東１６丁目１番６号

セブンイレブン 札幌北２４条通り店

065-0024 札幌市東区北２４条東１８丁目１－１

セイコーマート 北光店

065-0024 札幌市東区北２４条東１丁目３番４０号

ツルハドラッグ 元町店

065-0024 札幌市東区北２４条東２０丁目１－２１

合同会社 西友 元町北二十四条店

065-0024 札幌市東区北２４条東２０丁目４－１

セイコーマート 東区元町東店

065-0024 札幌市東区北２４条東２２丁目１番１５号

セブンイレブン 札幌北２４条東店

065-0024 札幌市東区北２４条東６丁目１番２５号

東光ストア 美香保店

065-0024 札幌市東区北２４条東７丁目３－１

セイコーマート 元町駅前店

065-0025 札幌市東区北２５条東１５丁目３番１０号

まいばすけっと北２５条東１６丁目店

065-0025 札幌市東区北２５条東１６丁目１番３号 サンライズ元町渡部ビル
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有限会社 カネダイ早坂

065-0025 札幌市東区北２５条東１８丁目

セイコーマート 北２５条東店

065-0025 札幌市東区北２５条東２０丁目８番１５号

セイコーマート 大学村店

065-0025 札幌市東区北２５条東３丁目２２番地

ローソン 札幌北２５条東７丁目店

065-0025 札幌市東区北２５条東７丁目１－１５

株式会社 江戸商店

065-0026 札幌市東区北２６条東１２丁目

セブンイレブン 札幌北２６条店

065-0026 札幌市東区北２６条東１２丁目３－３

ツルハドラッグ 北２６条店

065-0026 札幌市東区北２６条東１５丁目１－１５

マックスバリュ 北２６条店

065-0026 札幌市東区北２６条東１５丁目１－２０

ローソン Ｌ 札幌北２６条東店

065-0026 札幌市東区北２６条東１９丁目２－１

セブンイレブン 札幌北２６条東２１丁目店

065-0026 札幌市東区北２６条東２１丁目６－２１

ツルハドラッグ 新道元町店

065-0026 札幌市東区北２６条東２１丁目７番１号

株式会社 リカーショップ江戸

065-0026 札幌市東区北２６条東８丁目

パックマン 北光店

065-0026 札幌市東区北２６条東８丁目１－２２

サッポロドラッグストアー 北栄店

065-0026 札幌市東区北２７条東１丁目３番７号

株式会社 ユニティ札幌

065-0027 札幌市東区北２７条東１２丁目

ASA 北光

065-0027 札幌市東区北２７条東１８丁目２－１２ KIRAMECK２７

ASA 元町

065-0027 札幌市東区北２７条東１８丁目２－１２ KIRAMECK２７

東光ストア 北栄店

065-0027 札幌市東区北２７条東１丁目３－１

セイコーマート 北２７条東店

065-0027 札幌市東区北２７条東７丁目３番２２号

セブンイレブン 札幌北２７条店

065-0027 札幌市東区北２７条東８丁目

ローソン 札幌北２８条東店

065-0028 札幌市東区北２８条東２丁目２－３０

ローソン L 札幌北３０条東店

065-0030 札幌市東区北３０条東１－ １－２８

セイコーマート ししみ店

065-0030 札幌市東区北３０条東１５丁目

坂本商店

065-0030 札幌市東区北３０条東１８丁目２番２号

サンクス 札幌北３０条東店

065-0030 札幌市東区北３０条東１９丁目２番１号

セイコーマート みやもと店

065-0030 札幌市東区北３０条東２丁目

スーパーエース３０条店

065-0030 札幌市東区北３０条東８丁目１－２

有限会社 北海道新聞厚地販売所

065-0031 札幌市東区北３１条東１２丁目１番５号

五十嵐商店

065-0031 札幌市東区北３１条東１３丁目

イオン札幌元町店

065-0031 札幌市東区北３１条東１５丁目１番１号

セブンイレブン札幌北３１条東店

065-0031 札幌市東区北３１条東１９丁目１番１２号

セブンイレブン 札幌北３２条店

065-0032 札幌市東区北３２条東１丁目

セイコーマート みぞぶち店

065-0032 札幌市東区北３２条東６丁目

サンクス 札幌北３３条東店

065-0033 札幌市東区北３３条東１０丁目２－２５

ローソン 札幌東徳洲会病院店

065-0033 札幌市東区北３３条東１４丁目３－１

ローソン 札幌禎心会病院店

065-0033 札幌市東区北３３条東１丁目３－１

セイコーマート 北３６条東店

065-0036 札幌市東区北３６条東８丁目１－１

セイコーマート 北３８条店

065-0038 札幌市東区北３８条東１５丁目

セブンイレブン 本町１条店

065-0041 札幌市東区本町１条３丁目

有限会社 まるい井土商店

065-0041 札幌市東区本町１条６丁目

セイコーマート ふかだ店

065-0041 札幌市東区本町１条８丁目

ローソン L 札幌本町１条店

065-0041 札幌市東区本町１条９丁目３－４１

セブンイレブン 札幌本町１条９丁目店

065-0041 札幌市東区本町１条９丁目１－１
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セイコーマート 北４２条店

065-0042 札幌市東区北４２条東６丁目

セブンイレブン 札幌本町２条店

065-0042 札幌市東区本町２条４丁目８－１３

プライスマート 苗穂店

065-0042 札幌市東区本町２条６丁目６－５０

ローソン 札幌本町２条８丁目店

065-0042 札幌市東区本町２条８丁目３－１

株式会社 西村商店

065-0043 札幌市東区苗穂町４丁目１－５

セイコーマート うちがた店

065-0044 札幌市東区北４４条東１４丁目４番１６号

セイコーマート さいかわ店

065-0046 札幌市東区北４６条東３丁目１番１号

セイコーマート やまそう店

065-0049 札幌市東区北４９条東２丁目

イトーヨーカドー 札幌店

065-8518 札幌市東区北７条東９丁目２－２０

ツルハドラッグ東札幌店

003-0001 札幌市白石区東札幌１条１丁目７番１号

サッポロドラッグストアー 東札幌店

003-0001 札幌市白石区東札幌１条２丁目３番１０号

セブンイレブン 東札幌１条４丁目店

003-0001 札幌市白石区東札幌１条４丁目７番２７号

やおよし青果

003-0001 札幌市白石区東札幌１条４丁目８－３２

ドラッグセイムス環状通美園店

003-0001 札幌市白石区東札幌１条６丁目１－１３

ローソン Ｌ 札幌東札幌２条店

003-0002 札幌市白石区東札幌２条１丁目１－２５

サンクス 東札幌店

003-0002 札幌市白石区東札幌２条２丁目

セイコーマート 東札幌２条店

003-0002 札幌市白石区東札幌２条３丁目３番２２号

セイコーマート 丸昌店

003-0002 札幌市白石区東札幌２条５丁目６－３

セブンイレブン 地下鉄白石駅前店

003-0002 札幌市白石区東札幌２条６丁目

北海道スパー 東札幌店

003-0002 札幌市白石区東札幌２条６丁目２－２０

ビッグ 白石店

003-0002 札幌市白石区東札幌２条６丁目４－１８ 尾田ビル１階

イオン東札幌店

003-0003 札幌市白石区東札幌３条２丁目１

有限会社 稲邊商店

003-0003 札幌市白石区東札幌３条４丁目１－２１

フードセンター 白石店

003-0003 札幌市白石区東札幌３条６丁目１－２

ツルハドラッグ 白石駅前店

003-0003 札幌市白石区東札幌３条６丁目１－２０

ココカラファイン 東札幌店

003-0004 札幌市白石区東札幌3条１丁目１-1 ラソラ札幌 Aタウン２階

マックスバリュ 東札幌店

003-0004 札幌市白石区東札幌４条１丁目１番１号

有限会社 リカーショップ おだ

003-0004 札幌市白石区東札幌４条４丁目１－１５

サンクス 地下鉄白石駅前店

003-0004 札幌市白石区東札幌４条６丁目４－１２ メモリアル８８ビル１階

セブンイレブン 東札幌５条店

003-0005 札幌市白石区東札幌５条２丁目１－２８

セブンイレブン 東札幌５条４丁目店

003-0005 札幌市白石区東札幌５条４丁目３－２５

全日食チェーンシティマーケット東札幌店

003-0005 札幌市白石区東札幌５条４丁目３番３１号

ファミリーマート 東札幌６条店

003-0006 札幌市白石区東札幌６条３丁目１－３３

有限会社 丸泉 旗矢金物店

003-0006 札幌市白石区東札幌６条４丁目１－２

株式会社 河谷商店

003-0011 札幌市白石区中央１条３丁目３－１９

有限会社 寿屋 寿崎商店

003-0011 札幌市白石区中央１条７丁目５－１６

セブンイレブン 札幌白石中央１条店

003-0011 札幌市白石区中央１条４丁目３－３７

ローソン L 札幌白石中央１条店

003-0011 札幌市白石区中央１条５丁目１－１

セイコーマート みやぐち店

003-0011 札幌市白石区中央１条５丁目９番３７号

セブンイレブン札幌白石中央２条店

003-0012 札幌市白石区中央２条１丁目６番２０号

セブンイレブン 札幌中央２条店

003-0012 札幌市白石区中央２条３丁目３－７

セイコーマート 白石中央２条３丁目店

003-0012 札幌市白石区中央２条３丁目７番１号

庄司青果

003-0012 札幌市白石区中央２条５丁目９－１０
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ローソン 札幌白石中央店

003-0012 札幌市白石区中央２条６丁目１－１

セイコーマート 白石中央店

003-0012 札幌市白石区中央２条６丁目４番

フレンドリーショップたに

003-0021 札幌市白石区栄通１０丁目５番 ５号

有限会社 アイ．マート

003-0021 札幌市白石区栄通１１丁目１－１

有限会社 きたかど

003-0021 札幌市白石区栄通１２丁目１－２０

ツルハドラッグ 栄通店

003-0021 札幌市白石区栄通１４丁目２番１号

有限会社 ショッパーズマルヤ「とっぷす」

003-0021 札幌市白石区栄通１５丁目１５－２５

セブンイレブン 札幌栄通１６丁目店

003-0021 札幌市白石区栄通１６丁目１－２５

永井金物店

003-0021 札幌市白石区栄通１６丁目９－２４

ASA 東北通

003-0021 札幌市白石区栄通１７丁目２－１８

コープさっぽろ ルーシー

003-0021 札幌市白石区栄通１８丁目５－３５

サンドラッグ南郷通りルーシー店

003-0021 札幌市白石区栄通１８丁目５－３５

ファミリーマート 札幌栄通店

003-0021 札幌市白石区栄通１丁目１番３６号

セイコーマート 栄通２０丁目店

003-0021 札幌市白石区栄通２０丁目２-２３

セイコーマート 栄通２丁目店

003-0021 札幌市白石区栄通２丁目９番１号

有限会社 宮川商店

003-0021 札幌市白石区栄通６丁目１２－４

恵比寿屋 栄通店

003-0021 札幌市白石区栄通６丁目５番１９号

セブンイレブン札幌栄通７丁目店

003-0021 札幌市白石区栄通７丁目

有限会社 丸幸髙橋商店

003-0021 札幌市白石区栄通８丁目４－１５

株式会社 スマイルのこばやし

003-0021 札幌市白石区栄通８丁目５番２０号

セイコーマート 栄通９丁目店

003-0021 札幌市白石区栄通９丁目１番１号

札幌多田水産

003-0021 札幌市白石区栄通９丁目４－７

セイコーマート 南郷通１３丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通１３丁目南３－１

田中商店

003-0022 札幌市白石区南郷通１３丁目南５－１

東光ストア 南郷１３丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通１３丁目南５－１６

サンクス 札幌南郷１５丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通１５丁目南３番１３号

ファミリーマート 札幌南郷通１８丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通１８丁目南３－１１

ビッグ 南郷１８丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通１８丁目南４－８ カンダビル１階

ツルハドラッグ 大谷地店

003-0022 札幌市白石区南郷通１８丁目南５－２０

セイコーマート 南郷１８丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通１８丁目南５番１３号

ローソン 札幌南郷十八丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通１９丁目南２－８

東光ストア 白石ターミナル店

003-0022 札幌市白石区南郷通１丁目南１０－７

株式会社 北基サービス

003-0022 札幌市白石区南郷通１丁目南７番１４号

セブンイレブン 札幌南郷通２１丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通２１丁目南３－１２

セイコーマート 地下鉄白石駅前店

003-0022 札幌市白石区南郷通２丁目南９－７

ローソン Ｌ アサヒビール園前店

003-0022 札幌市白石区南郷通３丁目南４－１５

東光ストア 南郷７丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通６丁目南９－１２

ビッグ 南郷７丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通７丁目南６－１７ VIPイシカワ１階

サンクス 南郷８丁目店

003-0022 札幌市白石区南郷通８丁目南１－５

セイコーマート 南郷店

003-0022 札幌市白石区南郷通９丁目南６－１８

サンクス 南郷店

003-0023 札幌市白石区南郷通１５丁目北９－２７

東光ストア 南郷１８丁目店

003-0023 札幌市白石区南郷通１８丁目北１－２０

セイコーマート 南郷通１９丁目店

003-0023 札幌市白石区南郷通１９丁目北１－５３
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サンクス 南郷通１丁目店

003-0023 札幌市白石区南郷通１丁目北１－１９

ローソン 札幌南郷通２丁目店

003-0023 札幌市白石区南郷通２丁目北２－２４

サンドラッグ南郷４丁目店

003-0023 札幌市白石区南郷通４丁目北１－３６

セブンイレブン 札幌南郷通５丁目北店

003-0023 札幌市白石区南郷通５丁目北１－１

まいばすけっと南郷通７丁目北店

003-0023 札幌市白石区南郷通７丁目北５番２９号 スタジオセブンビル１Ｆ

ＮＰＯ法人 Ｒｅ～らぶ

003-0023 札幌市白石区南郷通７丁目北５番２９号 スタジオセブンビル２Ｆ

セイコーマート 南郷通７丁目店

003-0023 札幌市白石区南郷通７丁目北５番３４号

ローソン 札幌南郷七丁目店

003-0023 札幌市白石区南郷通８丁目北１－ ２

有限会社 こまた

003-0023 札幌市白石区南郷通８丁目北１－１０

まいばすけっと南郷１３丁目駅前店

003-0024 札幌市白石区本郷通１３丁目南４－１ ムトウ西ビル１F

セブンイレブン 札幌本郷店

003-0024 札幌市白石区本郷通１２丁目南２－１３

株式会社 リビングいずみや

003-0024 札幌市白石区本郷通１２丁目南２番９号

有限会社 こやなぎ青果

003-0024 札幌市白石区本郷通１３丁目南５－１

ローソン 札幌本郷通十三丁目店

003-0024 札幌市白石区本郷通１３丁目南５－２２

有限会社 丸太 千田商店

003-0024 札幌市白石区本郷通２丁目南３－１０

サッポロドラッグストアー 本郷店

003-0024 札幌市白石区本郷通４丁目南１番２０号

プラスマート

003-0024 札幌市白石区本郷通８丁目南２－１５

アウトロー 本郷店

003-0024 札幌市白石区本郷通８丁目南２－５

サンクス 本郷通店

003-0025 札幌市白石区本郷通１０丁目北２－２８

株式会社 フカザワ

003-0025 札幌市白石区本郷通４丁目北７－１５

ローソン 札幌本郷通４丁目店

003-0025 札幌市白石区本郷通４丁目北８－１

有限会社 田村商店

003-0025 札幌市白石区本郷通６丁目北１－１

ローソン Ｌ 札幌本郷通七丁目店

003-0025 札幌市白石区本郷通７丁目北６－１５

セイコーマート いしがき店

003-0025 札幌市白石区本通８丁目北６－１

ツルハドラッグ 白石本通店

003-0026 札幌市白石区本通１１丁目南７番 ９号

サッポロドラッグストアー 白石本通店

003-0026 札幌市白石区本通１３丁目南５－１

セイコーマート 本通１４丁目店

003-0026 札幌市白石区本通１４丁目南３番６号

株式会社 いとう

003-0026 札幌市白石区本通１７丁目南２－１４

スーパービバホーム 白石本通店

003-0026 札幌市白石区本通２０丁目南１番１号

セイコーマート 本通５丁目店

003-0026 札幌市白石区本通５丁目南２６番地２

ローソン Ｌ 札幌白石本通六丁目店

003-0026 札幌市白石区本通６丁目南２－５

コープさっぽろ ほんどおり店

003-0026 札幌市白石区本通８丁目南１－３

セブンイレブン 札幌本通９丁目店

003-0026 札幌市白石区本通９丁目南４－１０

ダイイチ 白石神社前店

003-0027 札幌市白石区本通１３丁目北３番３９号

セブンイレブン札幌本通１８丁目店

003-0027 札幌市白石区本通１８丁目北３－７０

株式会社 永田久米治商店

003-0027 札幌市白石区本通１丁目北３－４０

ザ・ビッグエクスプレス白石中央店

003-0027 札幌市白石区本通２丁目北８－４５

セブンイレブン 札幌本通２丁目北店

003-0027 札幌市白石区本通２丁目北８番２７号

ASA 白石

003-0027 札幌市白石区本通５丁目北１－３５

ASA 本郷

003-0027 札幌市白石区本通５丁目北１－３５

セブンイレブン 札幌平和通１４丁目店

003-0028 札幌市白石区平和通１４丁目南２－１５

株式会社オストジャパングループ新規事業開発本部 003-0028 札幌市白石区平和通１丁目南２番３号

ドラッグセイムス平和通店

003-0028 札幌市白石区平和通１丁目南２番３号
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有限会社 永田喜一郎商店

003-0028 札幌市白石区平和通２丁目南５－２０

ビックリッキー 白石店

003-0028 札幌市白石区平和通４丁目南１－７

株式会社 大粧

003-0029 札幌市白石区平和通１５丁目北１２－１

ローソン 札幌平和通１５丁目店

003-0029 札幌市白石区平和通１５丁目北２３－２３

セイコーマート マルナカいしかわ店

003-0029 札幌市白石区平和通１６丁目北５－２０

ツルハドラッグ 平和通店

003-0029 札幌市白石区平和通２丁目北９番３号

ビッグハウス 白石店

003-0029 札幌市白石区平和通３丁目北１番１号

セブンイレブン 札幌白石駅前店

003-0029 札幌市白石区平和通３丁目北５－１６

ローソン 札幌平和通３丁目店

003-0029 札幌市白石区平和通３丁目北５－３

セイコーマート JR白石駅前店

003-0029 札幌市白石区平和通３丁目北５番１６号

セブンイレブン北海道ＳＴ ＪＲ白石店

003-0029 札幌市白石区平和通３丁目北６－１ ＪＲ白石駅構内

サンクス 平和通４丁目店

003-0029 札幌市白石区平和通４丁目北１－１５

セイコーマート なんぶ白石店

003-0029 札幌市白石区平和通５丁目北１１－１７

ローソン 札幌平和通七丁目店

003-0029 札幌市白石区平和通７丁目北１－１９

セイコーマート 流通センターショールーム店

003-0030 札幌市白石区流通センター１丁目１１番１号

ワールドショップ アクセス

003-0030 札幌市白石区流通センター４丁目３－５５

サンクス 札幌流通団地店

003-0030 札幌市白石区流通センター５丁目３－２８

セイコーマート 流通センター店

003-0030 札幌市白石区流通センター７丁目４２３－３２８

山下商店

003-0801 札幌市白石区菊水１条３丁目３－９

サンクス 菊水１条店

003-0801 札幌市白石区菊水１条２丁目３－８

マックスバリュ 菊水店

003-0802 札幌市白石区菊水２条２丁目１－１１

ビッグ 菊水店

003-0802 札幌市白石区菊水２条３丁目１－１０ 藤井ビル菊水Ⅱ１階

有限会社 ながおか

003-0802 札幌市白石区菊水上町２条１丁目４７

株式会社 山二 中川商店

003-0803 札幌市白石区菊水３条１丁目７－１０

有限会社 野月商店

003-0803 札幌市白石区菊水３条１丁目７－５

セイコーマート 菊水３条店

003-0803 札幌市白石区菊水３条２丁目１番１０号

セブンイレブン札幌菊水３条店

003-0803 札幌市白石区菊水３条３丁目１－５０

井元米酒店

003-0803 札幌市白石区菊水３条４丁目３－１２

ツルハドラッグ 菊水３条店

003-0803 札幌市白石区菊水３条５丁目２－２５

スーパーアークス 菊水店

003-0803 札幌市白石区菊水３条５丁目２番２５号

北海道スパー 菊水５条店

003-0805 札幌市白石区菊水５条１丁目７－１

セイコーマート 菊水５条店

003-0805 札幌市白石区菊水５条２丁目２－３

セブンイレブン 菊水５条店

003-0805 札幌市白石区菊水５条２丁目３－２２

有限会社 ヤマショウ商事

003-0806 札幌市白石区菊水６条２丁目７－３１

サンクス 札幌菊水６条店

003-0806 札幌市白石区菊水６条２丁目９番１７号

ホンダストアー

003-0807 札幌市白石区菊水７条３丁目

セイコーマート 菊水８条店

003-0808 札幌市白石区菊水８条３丁目１番３号

ASA 菊水

003-0808 札幌市白石区菊水８条３丁目４－１５

横井青果

003-0808 札幌市白石区菊水元町８条１丁目１２－１３

セイコーマート 菊水９条店

003-0809 札幌市白石区菊水９条２丁目３番１０号

セブンイレブン札幌菊水９条店

003-0809 札幌市白石区菊水９条１丁目５番１０号

パッケージプラザ マエゲン

003-0809 札幌市白石区菊水９条２丁目４－１８

ローソン 札幌菊水上町店

003-0813 札幌市白石区菊水上町３条２丁目５２－２８２
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ツルハドラッグ 菊水上町店

003-0813 札幌市白石区菊水上町３条２丁目５２番４２９

セイコーマート 菊水上町４条店

003-0814 札幌市白石区菊水上町４条２丁目５２番地３０

セイコーマート 菊水元町１条店

003-0821 札幌市白石区菊水元町１条１丁目１０番８号

セブンイレブン 札幌菊水元町２条店

003-0822 札幌市白石区菊水元町２条２丁目２－７

ツルハドラッグ 菊水元町店

003-0822 札幌市白石区菊水元町２条２丁目２番１号

有限会社 あらや

003-0822 札幌市白石区菊水元町２条３丁目４番８号

ファミリーマート 札幌菊水元町２条店

003-0822 札幌市白石区菊水元町２条４丁目５番１２号

ラッキー 菊水元町店

003-0823 札幌市白石区菊水元町３条２丁目２番８号

ＤＣＭホーマック 菊水元町店

003-0823 札幌市白石区菊水元町３条５丁目４－２７

セイコーマート うちだ店

003-0825 札幌市白石区菊水元町５条１丁目９

ローソン 札幌菊水元町５条店

003-0825 札幌市白石区菊水元町５条３丁目２番６号

コープさっぽろ 菊水元町店

003-0826 札幌市白石区菊水元町６条１丁目８－２１

セブンイレブン 札幌菊水元町７条店

003-0827 札幌市白石区菊水元町７条１丁目１０－１０

セブンイレブン 札幌米里中央通店

003-0827 札幌市白石区菊水元町７条３丁目１－８

セイコーマート 菊水元町８条

003-0828 札幌市白石区菊水元町８条２丁目９番１６号

やまや商店

003-0831 札幌市白石区北郷１条１１丁目４－５

セイコーマート 白石駅北口店

003-0831 札幌市白石区北郷１条５丁目２番１１号

ローソン Ｌ 札幌北郷２条十二丁目店

003-0832 札幌市白石区北郷２条１２丁目４３－１

ローソン Ｌ 札幌北郷２条二丁目店

003-0832 札幌市白石区北郷２条２丁目２－１

中沢商店

003-0832 札幌市白石区北郷２条２丁目６－７

ツルハドラッグ北郷店

003-0832 札幌市白石区北郷２条３丁目３－１０

コープさっぽろ 北郷店

003-0832 札幌市白石区北郷２条４丁目４－１０

セブンイレブン 札幌北郷２条店

003-0832 札幌市白石区北郷２条６丁目４番７号

マックスバリュ 北郷店

003-0832 札幌市白石区北郷２条７丁目６－２５

サッポロドラッグストアー 北郷店

003-0832 札幌市白石区北郷２条７丁目６番１５号

セブンイレブン札幌北郷３条店

003-0833 札幌市白石区北郷３条１１丁目８－２７

セイコーマート 北郷北都店

003-0833 札幌市白石区北郷３条１１丁目８番１号

セブンイレブン 札幌北郷１丁目店

003-0833 札幌市白石区北郷３条１丁目６－２２

セイコーマート 北郷１３条通り店

003-0833 札幌市白石区北郷３条２丁目１３

有限会社 桜井商店

003-0833 札幌市白石区北郷３条４丁目２－１０

セブンイレブン 札幌北郷４丁目店

003-0833 札幌市白石区北郷３条４丁目２番１０号

サンドラッグ北郷店

003-0833 札幌市白石区北郷３条６丁目１－１６

セブンイレブン 北郷３条８丁目店

003-0833 札幌市白石区北郷３条８丁目５－１

セブンイレブン 札幌北郷４条店

003-0834 札幌市白石区北郷４条１０丁目７－１１

ツルハドラッグ 北郷４条店

003-0834 札幌市白石区北郷４条１３丁目３番１号

株式会社 ミタカ商会

003-0834 札幌市白石区北郷４条２丁目１５番４３号

ドラッグ ウエマツ

003-0834 札幌市白石区北郷４条４丁目１－１

ASA 北郷

003-0834 札幌市白石区北郷４条４丁目１－５

加納 光義

003-0834 札幌市白石区北郷４条４丁目２０－３８

みずたに商店

003-0834 札幌市白石区北郷４条５丁目１１－２１

ショップまるみ

003-0834 札幌市白石区北郷４条５丁目２－ ５

セブンイレブン 札幌北郷５条店

003-0835 札幌市白石区北郷５条３丁目１２番１号

セイコーマート 北郷５条店

003-0835 札幌市白石区北郷５条４丁目４番１号
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北海道スパー 北郷５条店

003-0835 札幌市白石区北郷５条５丁目１－１

恵比寿屋 北郷店

003-0835 札幌市白石区北郷５条７丁目

セイコーマート 北郷５条７丁目店

003-0835 札幌市白石区北郷５条７丁目１番２４号

セブンイレブン 札幌北郷６条店

003-0836 札幌市白石区北郷６条４丁目１－１７

セブンイレブン 札幌北郷公園前店

003-0838 札幌市白石区北郷８条１０丁目２－６０

有限会社 武田商店

003-0839 札幌市白石区北郷９条３丁目７－１

セブンイレブン 札幌北郷９条店

003-0839 札幌市白石区北郷９条７丁目６－１５

ASA 北都

003-0851 札幌市白石区川北１条２丁目４－１５

渡辺商店

003-0855 札幌市白石区川北５条１丁目３－１

セブンイレブン 札幌川下公園前店

003-0859 札幌市白石区川北４条３丁目８番１号

セブンイレブン札幌川下２条店

003-0862 札幌市白石区川下２条５丁目２番８号

サンクス 川下３条店

003-0863 札幌市白石区川下３条３丁目１－１

コープさっぽろ 川下店

003-0863 札幌市白石区川下３条４丁目１－１

サッポロドラッグストアー 川下店

003-0863 札幌市白石区川下３条５丁目１番２６号

ラルズマート 新ほくと店

003-0864 札幌市白石区川下４条１丁目１番１号

セブンイレブン 札幌川下４条店

003-0864 札幌市白石区川下４条５丁目４－１

ローソン 札幌川下店

003-0865 札幌市白石区川下５条１丁目１－２

株式会社 キョーリツ事務機

003-0869 札幌市白石区川下２０８６番地

セブンイレブン 札幌インター店

003-0871 札幌市白石区米里１条３丁目２－１５

ローソン 札幌米里２条店

003-0872 札幌市白石区米里２条１丁目２－５０

セブンイレブン 札幌東栄中央店

003-0874 札幌市白石区米里４条１丁目６－２０

ローソン 札幌白石東米里店

003-0876 札幌市白石区東米里２１２４番地３３２

有限会社 丸一菅原商店

003-0876 札幌市白石区東米里２１９４番地

白石区役所売店

003-8612 札幌市白石区南郷通１丁目南８－１ 白石区役所内１階

セイコーマート 平和通店

060-0029 札幌市白石区平和通１１丁目北

セイコーマート 本郷店

062-0024 札幌市白石区本郷通６丁目南２－１３

マックスバリュ 厚別東店

004-0001 札幌市厚別区厚別東１条１丁目３－１

ローソン Ｌ＿札幌厚別東１条三丁目店

004-0001 札幌市厚別区厚別東１条３丁目４０－９８

セイコーマート 厚別東店

004-0001 札幌市厚別区厚別東１条５丁目１９－２０

ツルハドラッグ 厚別東２条店

004-0002 札幌市厚別区厚別東２条１丁目２番１０号

ホクノー 厚別東２号店

004-0002 札幌市厚別区厚別東２条４丁目１１－２５

セブンイレブン 札幌厚別東２条店

004-0002 札幌市厚別区厚別東２条４丁目６－６

サンクス 札幌厚別東３条店

004-0003 札幌市厚別区厚別東３条３丁目４７－５５

ＤＣＭホーマック 厚別東店

004-0005 札幌市厚別区厚別東５条１丁目２番１０号

エコ ・ ひまわり

004-0005 札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４

サンクス 厚別東５条店

004-0005 札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４

ツルハドラッグ 厚別東店

004-0005 札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４－７

セブンイレブン 札幌厚別東５条店

004-0005 札幌市厚別区厚別東５条７丁目１２－１５

セイコーマート 上野幌店

004-0007 札幌市厚別区上野幌２条５丁目１－１６

セイコーマート もみじ台店

004-0011 札幌市厚別区もみじ台東４丁目２-１２

ホクノー もみじ台南店

004-0012 札幌市厚別区もみじ台南６丁目１－８

ASA もみじ台

004-0013 札幌市厚別区もみじ台西３丁目１－２

セイコーマート もみじ台北店

004-0014 札幌市厚別区もみじ台北５丁目１番６号
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ホクノー 中央店

004-0014 札幌市厚別区もみじ台北７丁目１－２

ホクノー リビング店

004-0014 札幌市厚別区もみじ台北７丁目１－２

サンドラッグもみじ台店

004-0014 札幌市厚別区もみじ台北７丁目１－７

有限会社 澤山商事

004-0021 札幌市厚別区青葉町１５丁目６－ １

株式会社 てらさわ厚別青葉店

004-0021 札幌市厚別区青葉町３丁目３番１号

ASA 青葉町

004-0021 札幌市厚別区青葉町６丁目１－１５

株式会社 道新販売センター

004-0021 札幌市厚別区青葉町６丁目１番３３号

セブンイレブン 青葉町８丁目店

004-0021 札幌市厚別区青葉町８丁目６－１５

ローソン Ｌ 札幌ひばりが丘駅前店

004-0022 札幌市厚別区厚別南１条９丁目４

セブンイレブン札幌ひばりが丘店

004-0022 札幌市厚別区厚別南１丁目２－２

コープさっぽろ ひばりヶ丘店

004-0022 札幌市厚別区厚別南１丁目９－１

北海道スパー 厚別南店

004-0022 札幌市厚別区厚別南２－１２－１４

ツルハドラッグ ひばりが丘店

004-0022 札幌市厚別区厚別南２丁目１０番１０号

サンクス 厚別南店

004-0022 札幌市厚別区厚別南２丁目１２－１

サンクス 札幌厚別南３丁目店

004-0022 札幌市厚別区厚別南３丁目１－１

セイコーマート 厚別南４丁目店

004-0022 札幌市厚別区厚別南４丁目３４番２１号

セイコーマート あらき店

004-0022 札幌市厚別区厚別南４丁目４－２８

マックスバリュ 厚別店

004-0022 札幌市厚別区厚別南５丁目２２－５０

ツルハドラッグ 厚別南店

004-0022 札幌市厚別区厚別南５丁目２２－５０

セブンイレブン 札幌厚別南５丁目店

004-0022 札幌市厚別区厚別南５丁目２－５

有限会社 飯間商店

004-0022 札幌市厚別区厚別南６丁目１３－１０

ローソン 札幌上野幌店

004-0031 札幌市厚別区上野幌１条２丁目１－１

ツルハドラッグ上野幌店

004-0033 札幌市厚別区上野幌３条２丁目１番５号

セイコーマート 平岡パーク店

004-0033 札幌市厚別区上野幌３条３丁目

サンドラッグ上野幌店

004-0033 札幌市厚別区上野幌３条４丁目１９－２６

セイコーマート 上野幌駅前店

004-0039 札幌市厚別区厚別町上野幌６８６番５０

ローソン 札幌徳洲会病院店

004-0041 札幌市厚別区大谷地東１丁目１－１

東光ストア 大谷地店

004-0041 札幌市厚別区大谷地東３丁目３－２０

ツルハドラッグ 大谷地東店

004-0041 札幌市厚別区大谷地東３丁目３番２０号

ローソン 札幌大谷地店

004-0041 札幌市厚別区大谷地東４丁目１－２

セイコーマート 大谷地東５丁目店

004-0041 札幌市厚別区大谷地東５丁目５番４０号

サッポロドラッグストアー 大谷地東店

004-0041 札幌市厚別区大谷地東５丁目１３番６号

株式会社 ブライムハンズ 大谷地店

004-0042 札幌市厚別区大谷地西１丁目７７９

ファミリーマート 札幌大谷地西１丁目店

004-0042 札幌市厚別区大谷地西１丁目３－１４

セイコーマート 大谷地西店

004-0042 札幌市厚別区大谷地西３丁目３－１１

ローソン Ｌ 札幌大谷地西五丁目店

004-0042 札幌市厚別区大谷地西５丁目４－１

ヨシオカ商事 株式会社

004-0042 札幌市厚別区大谷地西５丁目５番１２号

ローソン 札幌厚別中央１条店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条２丁目１３－１４

ビッグ ひばりヶ丘店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条２丁目１３－２３ サンルーミナスビル１階

まほろば 厚別店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条３丁目

有限会社 こやなぎ青果

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条３丁目１－３

ローソン Ｌ 札幌厚別中央店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条４丁目４９２－２２５

厚別区役所売店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目３－２
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ホクノー 新札幌店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３－１

セイコーマート 新札幌店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条７丁目

セブンイレブン札幌厚別中央１条店

004-0051 札幌市厚別区厚別中央１条７丁目５番 ２７号

セブンイレブン 札幌大谷地店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条１丁目２－１７

ビッグハウス イースト

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条２丁目２－６

セイコーマート 厚別中央２条店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目１番２０号

セイコーマート 厚別中央２条北店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目３－２３

まいばすけっと厚別中央２条４丁目店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９番１５号 新札幌中央メディカル１階

イオン新さっぽろ店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５－ ７－１

ヤマキ青果

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目 新札幌青鮮市場

ローソン 札幌厚別中央２条店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３－３

セブンイレブン 新札幌バスターミナル前店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３－３５

セブンイレブン北海道ST地下鉄新さっぽろ店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－１ 地下鉄新さっぽろ駅構内

ローソン 新さっぽろアークシティ店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２

アインズ＆トルペ新さっぽろデュオ店

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６番２号 新さっぽろアークシティｄｕｏ－１ Ｂ１階

イシヤ青果

004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目８

セブンイレブン札幌厚別中央３条店

004-0053 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目２－１

セイコーマート 厚別中央店

004-0053 札幌市厚別区厚別中央３条３丁目３－５

セブンイレブン 札幌流通センター前店

004-0054 札幌市厚別区厚別中央４条２丁目２－２７

ローソン Ｌ 厚別駅前店

004-0054 札幌市厚別区厚別中央４条３丁目５－１

サンクス 厚別中央通店

004-0054 札幌市厚別区厚別中央４条５丁目

セブンイレブン 札幌厚別中央５条店

004-0055 札幌市厚別区厚別中央５条３丁目１番地６号

ホクノー 厚別５条店

004-0055 札幌市厚別区厚別中央５条６丁目１－２

ASA 新札幌

004-0062 札幌市厚別区厚別西２条２丁目２－２

サンクス 厚別西店

004-0062 札幌市厚別区厚別西２条４丁目２－１

セイコーマート 厚別西３条店

004-0063 札幌市厚別区厚別西３条２丁目１番１号

ウエストライフ

004-0063 札幌市厚別区厚別西３条２丁目６－１６

ツルハドラッグ 厚別西店

004-0063 札幌市厚別区厚別西３条４丁目１番３３号

ＤＣＭホーマック 厚別西店

004-0063 札幌市厚別区厚別西３条６丁目７００番７３

サンクス 厚別西４条店

004-0064 札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２５

セブンイレブン 札幌厚別西４条店

004-0064 札幌市厚別区厚別西４条２丁目４－１５

スーパーセンタートライアル 厚別店

004-0064 札幌市厚別区厚別西４条２丁目８－７

合同会社 西友 厚別店

004-0064 札幌市厚別区厚別西４条６丁目７００－１２６

ホクノー 厚別北店

004-0072 札幌市厚別区厚別北２条３丁目１－１

フードセンター 森林公園店

004-0072 札幌市厚別区厚別北２条５丁目１－１

セブンイレブン 札幌厚別北3条店

004-0073 札幌市厚別区厚別北３条２丁目１１番１６号

ローソン 札幌森林公園店

004-0074 札幌市厚別区厚別北４条４－１６－１８

株式会社 どうしん厚別販売センター 北営業所

004-0074 札幌市厚別区厚別北４条４丁目１－１

株式会社 どうしん厚別販売センター

004-0074 札幌市厚別区厚別北４条４丁目１番１号

ココカラファイン カテプリ店

004-8577 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番 カテプリ地下１階

ツルハドラッグ 美園１条店

062-0001 札幌市豊平区美園１条２丁目３番１号

小林商店

062-0002 札幌市豊平区美園２条１丁目１－１５

ラルズマート 美園店

062-0002 札幌市豊平区美園２条１丁目２－１
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荒井商店

062-0002 札幌市豊平区美園２条４丁目４番７号

ローソン Ｌ 札幌美園２条六丁目店

062-0002 札幌市豊平区美園２条６丁目１

わーく ・ ひまわり

062-0002 札幌市豊平区美園２条６丁目６－１５

ファミリーマート 札幌美園３条店

062-0003 札幌市豊平区美園３条２丁目１－１６

株式会社 山ワ鷲田商店

062-0005 札幌市豊平区美園５条４丁目１－１９

セブンイレブン 札幌美園５条店

062-0005 札幌市豊平区美園５条４丁目１－２３

八百春

062-0005 札幌市豊平区美園５条４丁目３－１９

コープさっぽろ 美園店

062-0006 札幌市豊平区美園６条７丁目２

有限会社 三原商店

062-0006 札幌市豊平区美園６条８丁目１－１８

ビックリッキー 美園店

062-0007 札幌市豊平区美園７条３丁目５－１８

セイコーマート 美園駅前店

062-0007 札幌市豊平区美園７条６丁目１－１９

ローソン 札幌美園８条店

062-0008 札幌市豊平区美園８条１丁目１－３

ローソン Ｌ 札幌美園８条七丁目店

062-0008 札幌市豊平区美園８条７丁目２－６

サッポロドラッグストアー 豊平美園店

062-0009 札幌市豊平区美園９条３丁目２３番

有限会社 丸満 鈴木商店

062-0009 札幌市豊平区美園９条６丁目１－１７

光ハイツ・ヴェラス 月寒公園

062-0009 札幌市豊平区美園９条８丁目５－１

セブンイレブン 札幌美園１０条店

062-0010 札幌市豊平区美園１０条６丁目３－８

セイコーマート美園１０条店

062-0010 札幌市豊平区美園１０条７丁目１番１３号

セブンイレブン 札幌月寒東１条６丁目店

062-0011 札幌市豊平区月寒東１条６丁目１－２７

ビッグ 月寒中央店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通１０丁目１番１２号 フレッシュリーヴス１０４

ローソン 札幌月寒中央１１丁目店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通１１丁目７－１６

マックスバリュ 月寒西店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通２丁目１番１５号

セブンイレブン札幌月寒中央通４丁目店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通４丁目４番１号

まいばすけっと月寒中央通４丁目店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通４丁目４番３０号ノール月寒中央通１Ｆ

セイコーマート まるほん店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通５丁目２－２０

アサヒ薬局 月寒店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通５丁目２番２６号

ツルハドラッグ 月寒店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通６丁目１－８

フードセンター 月寒中央店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目６－２

アインズ＆トルペ 月寒中央店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目６－２０

ファミリーマート 月寒中央店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通８丁目４－１

ASA 月寒

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通８丁目４－２７

セブンイレブン 札幌月寒中央通店

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通９丁目３－２

サッポロドラッグストアー 月寒西１条店

062-0021 札幌市豊平区月寒西１条１１丁目３番１号

北海道スパー 月寒西店

062-0021 札幌市豊平区月寒西１条９丁目１－２

セイコーマート 西岡店

062-0022 札幌市豊平区月寒西２条１０丁目２－４０

サンドラッグ月寒西店

062-0023 札幌市豊平区月寒西３条１０丁目２－３０

セイコーマート 月寒西店

062-0023 札幌市豊平区月寒西３条７丁目３番

ＤＣＭホーマック 西岡店

062-0031 札幌市豊平区西岡１条８丁目８－１

セブンイレブン 札幌西岡２条店

062-0032 札幌市豊平区西岡２条１丁目４番１１号

セイコーマート とみた西岡店

062-0032 札幌市豊平区西岡２条８丁目５－４３

ラッキー 西岡店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条１１丁目３番１６号

セイコーマート 西岡中前店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条１２丁目２番１号

サンクス 西岡３条店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条１丁目４－１

32/50

指定ごみ袋・大型ごみ処理手数料シール 取扱店一覧
（令和元年7月１日現在）
取扱店名

豊
平
区

住 所

郵便番号

ツルハドラッグ 西岡３条店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条２丁目３番５号

イオン札幌西岡店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条３丁目４－１

サンドラッグ西岡店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条５丁目１－１４

ローソン Ｌ 札幌西岡３条六丁目店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条６丁目２１２－２

ザ・ビッグ西岡店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条７丁目２２０

札幌大学生活協同組合

062-0033 札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号 リンデンホール購買部

セブンイレブン 札幌西岡３条店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条８丁目１１番３７号

ラルズマート 西岡中央店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条９丁目３－１

ツルハドラッグ 西岡店

062-0033 札幌市豊平区西岡３条９丁目３１３番１３

ASA 西岡

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１１丁目１５－２１

サッポロドラッグストアー 西岡店

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１１丁目１６番２５号

セブンイレブン札幌西岡４条店

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１３丁目２２番２０号

ローソン 札幌西岡店

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１丁目３－１

ラルズマート 西岡店

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１丁目１－２０

株式会社 山加 小林商店

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１丁目１３－５

アサヒ薬局 西岡店

062-0034 札幌市豊平区西岡４条１丁目１３番１号

丸富岡田商店

062-0034 札幌市豊平区西岡４条３丁目５－１６

有限会社 種川商店

062-0035 札幌市豊平区西岡５条１３丁目４２３

いずみや山本商店

062-0035 札幌市豊平区西岡５条１丁目１０－１

セイコーマート 羊ヶ丘店

062-0035 札幌市豊平区西岡５条３丁目７－１

セブンイレブン 福住１条店

062-0041 札幌市豊平区福住１条１丁目１－１１

アインズ 福住西友店

062-0041 札幌市豊平区福住１条３丁目１０

合同会社 西友 福住店

062-0041 札幌市豊平区福住１条３丁目－１０

ビックリッキー 福住店

062-0041 札幌市豊平区福住１条４丁目９－３１

有限会社 丸久 サクラギ商店

062-0041 札幌市豊平区福住１条５丁目８－６

株式会社 どうしん中川販売店

062-0041 札幌市豊平区福住１条５丁目８番２２号

新井食品

062-0041 札幌市豊平区福住１条６丁目６－３

イトーヨーカドー 福住店

062-0042 札幌市豊平区福住２条１丁目２－５

セブンイレブン 札幌福住２条店

062-0042 札幌市豊平区福住２条２丁目１－１１９

セブンイレブン 福住中央通店

062-0042 札幌市豊平区福住２条５丁目１－３０

セイコーマート 福住中央通店

062-0042 札幌市豊平区福住２条６丁目１－４３

有限会社 あじ菜店ひまわり

062-0042 札幌市豊平区福住２条７丁目２－１０

北海道スパー 福住店

062-0042 札幌市豊平区福住２条９丁目１－３３

ローソン 羊ケ丘展望台前店

062-0043 札幌市豊平区福住３条１０丁目３－１

サンクス 札幌ドーム前店

062-0043 札幌市豊平区福住３条１丁目１－８

ASA 羊ヶ丘

062-0043 札幌市豊平区福住３条１丁目４－７

シルバーハイツ羊ヶ丘 １・２番館 売店

062-0043 札幌市豊平区福住３条３丁目６番１号 シルバーハイツ羊ヶ丘１番館 １階

セイコーマート 茶の木屋店

062-0043 札幌市豊平区福住３条４丁目１番３２

ファミリーマート 福住３条６丁目店

062-0043 札幌市豊平区福住３条６丁目９番２５号

セイコーマート たかしま店

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条１６丁目１－３６

セブンイレブン 札幌月寒東１条店

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条１７丁目２－１０

セイコーマート 札幌ドーム前店

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条１７丁目５番４８

ローソン Ｌ 札幌月寒東１９丁目店

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条１９丁目１－１
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セイコーマート 月寒店

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条１丁目１－１４

マルニ 奥村商事 株式会社

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条４丁目３－１４

北海道スパー 月寒東１条店

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条６丁目

ローソン 札幌月寒東１条店

062-0051 札幌市豊平区月寒東１条７－５７７－５

セイコーマート 東北通り店

062-0051 札幌市豊平区月寒東５条１４丁目３－１０

セブンイレブン 月寒２条店

062-0052 札幌市豊平区月寒東２条１１丁目２－４

ファミリーマート 札幌月寒東２条１７丁目店

062-0052 札幌市豊平区月寒東２条１７丁目３－５０

ツルハドラッグ 月寒東２条店

062-0052 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目１６３番１２

川端商店

062-0052 札幌市豊平区月寒東２条２０丁目２－７

セイコーマート 月寒３条店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目６番２１号

ローソン Ｌ＿札幌月寒東店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１３－１１

サンクス 札幌月寒東３条店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１番１号

しらかばの杜 売店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条１８丁目２０－４８

ビックリッキー 月寒店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条１８丁目２－１

セブンイレブン 札幌月寒東３条店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条４丁目１－３

サンウェル月寒店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条４丁目２番６号

リカーショップみやした

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条７丁目２－２ いこいストア内

セイコーマート おくおか店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条７丁目５－１

スーパーアークス月寒東店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条８丁目１－３０

セブンイレブン 札幌月寒東水源池通店

062-0053 札幌市豊平区月寒東３条８丁目２－５

コープさっぽろ 月寒ひがし店

062-0054 札幌市豊平区月寒東４条１１丁目３－１０

サンクス 月寒東店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条１１丁目８－１３

まいばすけっと月寒東５条１６丁目店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条１６丁目１４番１４号

サンクス 札幌月寒東５条店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条１６丁目２番５号

ローソン 札幌月寒東１７丁目店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条１７丁目８－１０

ライフショップ ヤオキ

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条１８丁目９番１５号

セブンイレブン 札幌月寒東１９丁目店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条１９丁目４－２１

ファミリーマート 月寒５条店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条７丁目４－１３

サッポロドラッグストアー 月寒東店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条８丁目１－２３

セブンイレブン 月寒東5条店

062-0055 札幌市豊平区月寒東５条９丁目４－２０

セイコーマート なかがわ店

062-0901 札幌市豊平区豊平１条１０丁目３－６

ASA 豊平中央

062-0901 札幌市豊平区豊平１条１３丁目１－２５

ASA 東札幌

062-0901 札幌市豊平区豊平１条１３丁目１－２５ むつみパークMS１階

ローソン Ｌ 札幌豊平１条二丁目店

062-0901 札幌市豊平区豊平１条２丁目１－２５

セイコーマート すずき店

062-0901 札幌市豊平区豊平１条２丁目２－７

八百金星田青果店

062-0901 札幌市豊平区豊平１条５丁目２－１６

ローソン 札幌豊平１条店

062-0901 札幌市豊平区豊平１条８丁目２－４

セブンイレブン 札幌豊平２条８丁目店

062-0902 札幌市豊平区豊平２条８丁目１－３５

ローソン 札幌豊平３条十丁目店

062-0903 札幌市豊平区豊平３条１０丁目１－３０

セブンイレブン札幌豊平１３丁目店

062-0903 札幌市豊平区豊平３条１３丁目１－１２

ローソン Ｌ 札幌豊平３条一丁目店

062-0903 札幌市豊平区豊平３条１丁目１－１

安部酒店

062-0903 札幌市豊平区豊平３条１丁目１－２３

株式会社 ジン

062-0903 札幌市豊平区豊平３条１丁目１番３５号 ＫＩＮＯＳ１５ １階
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サッポロドラッグストアー 豊平３条店

062-0903 札幌市豊平区豊平３条２丁目１－３５

有限会社 曲中なかむら

062-0903 札幌市豊平区豊平３条２丁目３－８

セイコーマート 豊平３条店

062-0903 札幌市豊平区豊平３条５丁目１番２５号

バイヤーズボックス

062-0903 札幌市豊平区豊平３条９丁目３番１０号

セイコーマート ほんま店

062-0904 札幌市豊平区豊平４条１３丁目１－２４

谷島青果店

062-0904 札幌市豊平区豊平４条５丁目２－１４

セブンイレブン 豊平７丁目店

062-0904 札幌市豊平区豊平４条７丁目１－１

北海道スパー 豊平４条店

062-0904 札幌市豊平区豊平４条８丁目１－１

ザ・ビッグ 豊平店

062-0904 札幌市豊平区豊平４条９丁目３－１

ツルハドラッグ 豊平４条店

062-0904 札幌市豊平区豊平４条９丁目３－１ リペア豊平

有限会社 マルイ岩本商店

062-0905 札幌市豊平区豊平５条１０丁目４－５

セブンイレブン 豊平５条店

062-0905 札幌市豊平区豊平５条２丁目３番６号

下水道庁舎売店

062-0906 札幌市豊平区豊平６条３丁目２－１ 下水道庁舎１階

セイコーマート 豊平６条店

062-0906 札幌市豊平区豊平６条３丁目５－２８

サンクス 札幌豊平６条店

062-0906 札幌市豊平区豊平６条３丁目６番３０号

セブンイレブン 札幌豊平６条店

062-0906 札幌市豊平区豊平６条７丁目１番４７号

セイコーマート 豊平６条８丁目店

062-0906 札幌市豊平区豊平６条８丁目２番２０号

東光ストア 豊平店

062-0906 札幌市豊平区豊平６条９丁目１－１８

ビバホーム 豊平店

062-0906 札幌市豊平区豊平６条９丁目２－１０

株式会社 豊平丸晃青果

062-0907 札幌市豊平区豊平７条１０丁目４－１０

ローソン 札幌豊平７条十丁目店

062-0907 札幌市豊平区豊平７条１０丁目４－１８

サンクス 北海学園前店

062-0907 札幌市豊平区豊平７条７丁目３－２６

アインズ 豊平東光店

062-0907 札幌市豊平区豊平７条８丁目２－１

セイコーマート よしだ店

062-0911 札幌市豊平区旭町２丁目１－２１

まいばすけっと旭町３丁目店

062-0911 札幌市豊平区旭町３丁目２番１号

北海学園商科大学店

062-0911 札幌市豊平区旭町４丁目１番 ４０号

北海学園生活協同組合

062-0911 札幌市豊平区旭町４丁目１番４０号

ローソン 札幌旭町五丁目店

062-0911 札幌市豊平区旭町５丁目３－３

ファミリーマート 札幌旭町７丁目店

062-0911 札幌市豊平区旭町７丁目４－１２

セイコーマート いしづか店

062-0912 札幌市豊平区水車町８丁目４－２８

セブンイレブン 札幌中の島１条１０丁目店

062-0921 札幌市豊平区中の島１条１０丁目３－４

マックスバリュエクスプレス 中の島店

062-0921 札幌市豊平区中の島１条１丁目７－１４

サンクス 中の島店

062-0921 札幌市豊平区中の島１条２丁目

セイコーマート 中の島駅前店

062-0921 札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１

コープさっぽろ 中の島店

062-0921 札幌市豊平区中の島１条４丁目７－１

ローソン Ｌ 札幌中の島１条六丁目店

062-0921 札幌市豊平区中の島１条６丁目７－１５

ローソン ＪＣＨＯ北海道病院店

062-0921 札幌市豊平区中の島１条８丁目３－１８

椿原青果店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条１０丁目１－２３

サッポロドラッグストアー 中の島店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条２丁目３番３号

ビッグ 中の島店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条２丁目６－２１ イエロー５ビル１階

セイコーマート 中の島２条店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条２丁目６番１号 中の島セントラルコーポ

調剤薬局ツルハドラッグ 中の島店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条５丁目

セブンイレブン 札幌中の島２条店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条５丁目９－２９
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近藤商店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条７丁目２－２２

セイコーマート 中の島南店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条８丁目１番３１号

ツルハドラッグ 中の島２条店

062-0922 札幌市豊平区中の島２条９丁目４－２１

セブンイレブン 札幌平岸１条環状通店

062-0931 札幌市豊平区平岸１条１０丁目８番７号

ファミリーマート 平岸南店

062-0931 札幌市豊平区平岸１条１７丁目８－１０

株式会社 エルディ

062-0931 札幌市豊平区平岸１条１丁目８－８

ビバホーム 平岸店

062-0931 札幌市豊平区平岸１条２２丁目２－１５

ビッグハウス エクストラ

062-0931 札幌市豊平区平岸１条２２丁目２－１５

ローソン KKR札幌医療センター店

062-0931 札幌市豊平区平岸１条６丁目３－４０

合同会社 西友 平岸店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条１０丁目３－２８

セブンイレブン札幌平岸２条１３丁目店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条１３丁目３－１４

セイコーマート 天神山店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条１４丁目２番５６号

熊谷商店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条１丁目１－１

ザ・ビッグエクスプレス 平岸店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条２丁目３－２８

セイコーマート 木の花店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条３丁目５番５号

セイコーマート 平岸２条店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条７丁目１－２５

サンクス 平岸駅前店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条７丁目４－２０

東光ストア 平岸ターミナル店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条７丁目４－３５

セブンイレブン 札幌平岸２条７丁目店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条７丁目４－５

セイコーマート 平岸駅前店

062-0932 札幌市豊平区平岸２条８丁目５番１０号

ローソン LP 札幌平岸３条店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条１０－３８－１

クスリのツルハ 平岸店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条１０丁目

ツルハドラッグ 平岸３条店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条１０丁目４番６号

セイコーマート 平岸３条店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条１２丁目１番３３号

マックスバリュ 平岸店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条１３丁目６－１

セイコーマート かとう店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条１８丁目３番 １号

有限会社 金子昌司商店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条２丁目２－１７

セイコーマート あべ平岸店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条２丁目４－１８

有限会社 丸晴ユアサ 平岸店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条３丁目

ツルハドラッグ 平岸店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条３丁目６番１号

サンクス 平岸３条店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条４丁目８－１

ビッグ 平岸店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条７丁目１－３２

リカーショップきたがわ

062-0933 札幌市豊平区平岸３条７丁目８－３

セブンイレブン 札幌平岸３条店

062-0933 札幌市豊平区平岸３条８丁目３－８

ASA 平岸

062-0934 札幌市豊平区平岸４条１２丁目１－１６

有限会社 沢口商店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条１２丁目５－２１

ローソン 南平岸駅前店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条１３－１４

セブンイレブン 札幌南平岸店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条１４丁目１－３

セブンイレブン 札幌南平岸店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条１４丁目１－３

子ども発達支援総合センター売店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条１８丁目１－２１ 子ども発達支援総合センター１階

セイコーマート 平岸４条店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条６丁目１－２０

サンクス 札幌平岸４条店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条７丁目１２番１４号

セブンイレブン 札幌平岸４条店

062-0934 札幌市豊平区平岸４条９丁目１５番５号
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サンクス 平岸５条店

062-0935 札幌市豊平区平岸５条１０丁目７－１

北海道スパー 平岸５条店

062-0935 札幌市豊平区平岸５条６丁目１－２

ラルズストア 平岸店

062-0935 札幌市豊平区平岸５条８丁目１－１

豊平区役所売店

062-0936 札幌市豊平区平岸６条１０丁目１－１ 豊平区役所内３階

有限会社 マルハチ

062-0936 札幌市豊平区平岸６条１４丁目２番８号

ローソン Ｌ 札幌平岸８条十三丁目店

062-0938 札幌市豊平区平岸８条１３丁目１－３３

セイコーマート 平岡７条店

004-0087 札幌市清田区平岡７条３丁目１８-５５

セイコーマート さとづか店

004-0801 札幌市清田区里塚１条１丁目２－１５

ローソン Ｌ 札幌里塚１条三丁目店

004-0801 札幌市清田区里塚１条３丁目１４－１６

セブンイレブン 札幌里塚１条店

004-0801 札幌市清田区里塚１条４丁目３３２－１

北海道スパー 里塚店

004-0802 札幌市清田区里塚２条２丁目２－１

セブンイレブン 札幌美しが丘３条店

004-0803 札幌市清田区美しが丘３条６丁目９－２０

ローソン 札幌里塚緑ヶ丘店

004-0805 札幌市清田区里塚緑ケ丘２－１５－１２

セブンイレブン 札幌里塚緑ヶ丘店

004-0805 札幌市清田区里塚緑ケ丘５丁目１－１

ホクレンショップFoodFarm 平岡公園通り店

004-0805 札幌市清田区里塚緑ケ丘５丁目１番１０号

ローソン 札幌美しが丘１条店

004-0811 札幌市清田区美しが丘１条４丁目１－２５

ビッグハウス 里塚店

004-0811 札幌市清田区美しが丘１条７丁目１－１

ローソン 札幌美しが丘店

004-0813 札幌市清田区美しが丘３条１０丁目２－１

サンクス 美しが丘３条店

004-0813 札幌市清田区美しが丘３条２丁目１２０－２９

サンドラッグ美しが丘店

004-0813 札幌市清田区美しが丘３条４丁目１－２０

ラッキー 美しが丘店

004-0813 札幌市清田区美しが丘３条４丁目３８９－５５

ローソン L 札幌美しが丘３条店

004-0813 札幌市清田区美しが丘３条５丁目９

ファミリーマート 札幌美しが丘店

004-0814 札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１

サッポロドラッグストアー 美しが丘南店

004-0814 札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１０

フードＤＶａｌｕｅ

004-0814 札幌市清田区美しが丘４条６丁目１－１

北海道スパー 真栄２条店

004-0832 札幌市清田区真栄２条２丁目１－１

ツルハドラッグ 真栄店

004-0833 札幌市清田区真栄３条２丁目１８－１０

ローソン Ｌ 札幌真栄３条二丁目店

004-0833 札幌市清田区真栄３条２丁目９７－３

セイコーマート 真栄店

004-0834 札幌市清田区真栄４条２丁目

東光ストア 真栄店

004-0834 札幌市清田区真栄４条２丁目１－４８

セブンイレブン 札幌真栄４条店

004-0834 札幌市清田区真栄４条２丁目１８－２２

ＤＣＭホーマック 真栄店

004-0834 札幌市清田区真栄４条２丁目１番１０号

ASA 清田

004-0834 札幌市清田区真栄４条５丁目６－１

ASA 真栄

004-0834 札幌市清田区真栄４条５丁目６－１

スーパービバホーム 清田羊ケ丘通店

004-0839 札幌市清田区真栄５２番地

ローソン Ｌ 札幌清田１条一丁目

004-0841 札幌市清田区清田１条１丁目１１４－２

株式会社 東部商事

004-0841 札幌市清田区清田１条２丁目２－３７

ローソン 札幌清田１条店

004-0841 札幌市清田区清田１条４－ ５－４８

セブンイレブン 札幌清田２条店

004-0842 札幌市清田区清田２条２丁目１－１

ラッキー 清田店

004-0842 札幌市清田区清田２条２丁目１６番７号

サッポロドラッグストアー 清田２条店

004-0842 札幌市清田区清田２条２丁目２０-２０

ツルハドラッグ 清田店

004-0842 札幌市清田区清田２条３丁目１１番４０号

ダイイチ 清田店

004-0842 札幌市清田区清田２条３丁目１８１－１
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ビックリッキー 清田店

004-0842 札幌市清田区清田２条３丁目６－２１

ファミリーマート 札幌国際大学前店

004-0843 札幌市清田区清田３条２丁目１－１

ローソン L 札幌清田３条店

004-0843 札幌市清田区清田３条３－ ２－１

有限会社 ファミリーショップ清田

004-0845 札幌市清田区清田５条４丁目１－８

セイコーマート 清田店

004-0846 札幌市清田区清田６条１丁目

セブンイレブン 札幌清田６条店

004-0846 札幌市清田区清田６条２丁目１０－８

有限会社 丸一三協

004-0846 札幌市清田区清田６条２丁目２３－２４

セイコーマート まるしん店

004-0847 札幌市清田区清田７条２丁目１７－３

大中 中沢商店

004-0848 札幌市清田区清田８条３丁目９－８

ナカジマ薬局 札幌緑愛病院前店

004-0861 札幌市清田区北野１条１丁目６番３８号

セイコーマート まるひら店

004-0861 札幌市清田区北野１条１丁目９－３４

ファミリーマート 北野通店

004-0862 札幌市清田区北野２条１丁目１４－１

セイコーマート 北野店

004-0862 札幌市清田区北野２条３丁目３番１５号

サツドラ北野３条店

004-0863 札幌市清田区北野３条１丁目１２番１５号

ラルズストア 北野店

004-0863 札幌市清田区北野３条２丁目１３－８８

ＤＣＭホーマック 北野通店

004-0863 札幌市清田区北野３条２丁目１３番７５号

ASA 北野

004-0863 札幌市清田区北野３条３丁目４－４５

セブンイレブン 札幌北野３条店

004-0863 札幌市清田区北野３条５丁目１７－１２

ローソン 札幌北野４条店

004-0864 札幌市清田区北野４条４丁目１－１

セイコーマート 北野５条店

004-0865 札幌市清田区北野５条５丁目２０番４５番号

セブンイレブン 札幌北野６条店

004-0866 札幌市清田区北野６条２丁目１１－１

セイコーマート 北野６条２丁目店

004-0866 札幌市清田区北野６条２丁目１２番２０号

ツルハドラッグ 北野６条店

004-0866 札幌市清田区北野６条２丁目１４番１０号

サッポロドラッグストアー 北野店

004-0866 札幌市清田区北野６条２丁目１４番１号

セイコーマート 北野６条店

004-0866 札幌市清田区北野６条４丁目２－２２

セイコーマート 北野７条店

004-0867 札幌市清田区北野７条２丁目５

ツルハドラッグ 北野７条店

004-0867 札幌市清田区北野７条３丁目７

マックスバリュ 北野店

004-0867 札幌市清田区北野７条３丁目７－１５

ラッキー 北野店

004-0867 札幌市清田区北野７条５丁目１２番２０号

ツルハドラッグ 北野店

004-0867 札幌市清田区北野７条５丁目１２番２０号

合同会社 西友 清田店

004-0871 札幌市清田区平岡１条１丁目１－３

清田区役所売店

004-0871 札幌市清田区平岡１条１丁目２－１ 清田区役所３階

セイコーマート 平岡１条店

004-0871 札幌市清田区平岡１条４丁目２番１８号

セブンイレブン 札幌平岡１条５丁目店

004-0871 札幌市清田区平岡１条５丁目２－１８

ナカジマ薬局 ひらおか店

004-0871 札幌市清田区平岡１条５丁目３番５号

フードD平岡食彩館

004-0872 札幌市清田区平岡２条３丁目９－１

株式会社 北海道三喜 平岡イオンタウン店

004-0872 札幌市清田区平岡２条５丁目２番５５号

調剤薬局ツルハドラッグ 平岡店

004-0872 札幌市清田区平岡２条５丁目３３６－３

北海道スパー 平岡店

004-0873 札幌市清田区平岡３条３丁目１番１号

イオン札幌平岡店

004-0873 札幌市清田区平岡３条５丁目３－１

株式会社 ドン・キホーテ 平岡店

004-0874 札幌市清田区平岡４条１丁目１－３５

セイコーマート 平岡４条店

004-0874 札幌市清田区平岡４条１丁目１－２

セブンイレブン 札幌平岡公園前店

004-0875 札幌市清田区平岡５条４丁目９－１
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ショッピング ヤマガタ

004-0876 札幌市清田区平岡６条４丁目１－１１

ツルハドラッグ 平岡７条店

004-0877 札幌市清田区平岡７条２丁目２－１

東光ストア 平岡店

004-0877 札幌市清田区平岡７条２丁目２－１

ASA 平岡

004-0877 札幌市清田区平岡７条３丁目９－１

セブンイレブン 札幌平岡８条店

004-0878 札幌市清田区平岡８条１丁目１－１

フードショップ ひらおか

004-0878 札幌市清田区平岡８条４丁目２－１０

コープさっぽろ 平岡店

004-0882 札幌市清田区平岡公園東３丁目１－５

ＤＣＭホーマック 平岡店

004-0882 札幌市清田区平岡公園東３丁目１番１号

セイコーマート 澄川１条店

005-0001 札幌市南区澄川１条１丁目４番１２号

セイコーマート おの店

005-0002 札幌市南区澄川２条３丁目

ビックリッキー 澄川店

005-0003 札幌市南区澄川３条３丁目２－１

ツルハドラッグ 澄川３条店

005-0003 札幌市南区澄川３条３丁目３番７号

セブンイレブン 札幌澄川中央店

005-0003 札幌市南区澄川３条４丁目３－１０

セブンイレブン 澄川３条５丁目店

005-0003 札幌市南区澄川３条５丁目４－２２

フルーツ・ドッグ

005-0003 札幌市南区澄川３条６丁目１－８

東光ストア 自衛隊駅前店

005-0003 札幌市南区澄川３条６丁目３－１

株式会社 かねひめ姫路

005-0004 札幌市南区澄川４条１０丁目２－１

サンクス 澄川４条店

005-0004 札幌市南区澄川４条１丁目１－５

ビッグ 澄川店

005-0004 札幌市南区澄川４条２丁目１－７ 第２ミウラビル１階

セブンイレブン 札幌澄川駅前店

005-0004 札幌市南区澄川４条２丁目１－８

マックスバリュ 澄川店

005-0004 札幌市南区澄川４条２丁目２－６

有限会社 ショッパーズマルヤ「いしよしショップ」

005-0004 札幌市南区澄川４条３丁目

セイコーマート とみた澄川店

005-0004 札幌市南区澄川４条４丁目

ASA 澄川

005-0004 札幌市南区澄川４条５丁目１－６

セイコーマート 澄川４条店

005-0004 札幌市南区澄川４条５丁目６番３号

セブンイレブン 札幌自衛隊駅前店

005-0004 札幌市南区澄川４条７丁目３番２５号

セブンイレブン 札幌澄川５条１１丁目店

005-0005 札幌市南区澄川５条１１丁目３番１２号

北海道スパー 緑ヶ丘店

005-0005 札幌市南区澄川５条１２丁目

セブンイレブン 札幌澄川５条店

005-0005 札幌市南区澄川５条３丁目１－１

セブンイレブン 札幌澄川６条店

005-0006 札幌市南区澄川６条３丁目３番２５号

コープさっぽろ 西岡店

005-0006 札幌市南区澄川６条４丁目１－１

北海道スパー 澄川６条店

005-0006 札幌市南区澄川６条６丁目８番３号

セブンイレブン北海道ST真駒内店

005-0008 札幌市南区真駒内１７－５５５

財団法人 防衛弘済会

005-0008 札幌市南区真駒内１７番地

ファミリーマート 真駒内駐屯地店

005-0008 札幌市南区真駒内１７番地

ASA 真駒内

005-0012 札幌市南区真駒内上町１丁目１－９

伊藤商事 株式会社

005-0012 札幌市南区真駒内上町３丁目２－１０

スーパーチェーンシガ 真駒内店

005-0012 札幌市南区真駒内上町３丁目２番１号

サッポロドラッグストアー 真駒内緑町店

005-0013 札幌市南区真駒内緑町１丁目１－６

ラルズマート 真駒内店

005-0014 札幌市南区真駒内幸町１丁目２－３

セブンイレブン 札幌真駒内幸町店

005-0014 札幌市南区真駒内幸町１丁目２番１号

東光ストア 真駒内店

005-0014 札幌市南区真駒内幸町２丁目１－１２

クスリのスズラン 真駒内店

005-0014 札幌市南区真駒内幸町２丁目１－１２ミュークリスタル地下１階
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南
区

住 所

郵便番号

南区役所売店

005-0014 札幌市南区真駒内幸町２丁目２－１ 南区民センター１階

新八田中商事

005-0015 札幌市南区真駒内泉町２丁目２－１４

有限会社 加藤販売所

005-0015 札幌市南区真駒内泉町２丁目２番３１号

宝屋金物店

005-0015 札幌市南区真駒内泉町２丁目２番地２号

株式会社 池田屋 泉町店

005-0015 札幌市南区真駒内泉町２丁目４－２０

セブンイレブン 札幌真駒内南町店

005-0016 札幌市南区真駒内南町４丁目２－１

セイコーマート ふじや店

005-0016 札幌市南区真駒内南町４丁目４－１

ツルハドラッグ 真駒内南店

005-0016 札幌市南区真駒内南町４丁目５番１

竹田商店

005-0018 札幌市南区真駒内曙町３丁目３－３

有限会社 一山 根本商店

005-0021 札幌市南区真駒内本町３丁目２２

フレッシュマートアスカ

005-0021 札幌市南区真駒内本町５丁目１－８０

長谷川金物店

005-0021 札幌市南区真駒内本町５丁目２－１

セイコーマート 真駒内本町７丁目店

005-0021 札幌市南区真駒内本町７丁目１番１号

セイコーマート 柏丘店

005-0022 札幌市南区真駒内柏丘５丁目６－３７

サンクス 南３１条店

005-0031 札幌市南区南３１条西８丁目２－１

ローソン Ｌ 札幌南３２西十丁目店

005-0032 札幌市南区南３２条西１０丁目２－２８

セイコーマート ほそかい店

005-0033 札幌市南区南３３条西１０丁目５番地３１号

有限会社 南里

005-0033 札幌市南区南３３条西８丁目１－１６

有限会社 堀川商店

005-0034 札幌市南区南３４条西１０丁目

ASA 藻岩

005-0037 札幌市南区南３７条西１１丁目６－１５

セイコーマート あづま店

005-0038 札幌市南区南３８条西１１丁目

調剤薬局クスリのツルハ 川沿店

005-0801 札幌市南区川沿１条１丁目

北海道スパー 藻岩店

005-0801 札幌市南区川沿１条３丁目９－４９

恵比寿屋 川沿店

005-0801 札幌市南区川沿１条５丁目

セイコーマート ともえや店

005-0801 札幌市南区川沿１条５丁目４番１号

イオン札幌藻岩店

005-0802 札幌市南区川沿２条２丁目１－１

セイコーマート たなか川沿２条店

005-0802 札幌市南区川沿２条２丁目５－４３

セブンイレブン 川沿２条店

005-0802 札幌市南区川沿２条３丁目８番１号

ＤＣＭホーマック 川沿店

005-0803 札幌市南区川沿３条１丁目１番７４号

サッポロドラッグストアー 川沿店

005-0803 札幌市南区川沿３条３丁目３番１０号

サンクス 札幌川沿４条店

005-0804 札幌市南区川沿４条２丁目４番１８号

北海市場 川沿店

005-0805 札幌市南区川沿５条２丁目１－１０

コープさっぽろ ソシア

005-0805 札幌市南区川沿５条２丁目３

セブンイレブン 札幌川沿５条３丁目店

005-0805 札幌市南区川沿５条３丁目１－１

ASA 川沿

005-0805 札幌市南区川沿５条３丁目２－６

セイコーマート たけだ川沿店

005-0806 札幌市南区川沿６条３丁目７－１５

セブンイレブン 札幌川沿１１条店

005-0811 札幌市南区川沿１１条１丁目１－１８

西田薬房

005-0811 札幌市南区川沿１１条２丁目２－８

ラッキー 川沿店

005-0812 札幌市南区川沿１２条２丁目１番

セイコーマート おぐら川沿店

005-0812 札幌市南区川沿１２条３丁目１番２０号

セブンイレブン 札幌川沿１２条店

005-0812 札幌市南区川沿１２条４丁目１－５３

ビッグハウス サウス

005-0815 札幌市南区川沿１５条１丁目１－５５

ローソン Ｌ 札幌川沿１８条一丁目店

005-0818 札幌市南区川沿１８条１丁目４７０－８
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南
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セイコーマート 南の沢店

005-0821 札幌市南区南沢１条３丁目１７番２８号

北海道スパー 南沢店

005-0823 札幌市南区南沢３条１丁目

有限会社 まるあいショップいわもと

005-0823 札幌市南区南沢３条４丁目１－１

ローソン Ｌ 東海大札幌校舎前店

005-0824 札幌市南区南沢４条１丁目７－２３

オレンジハウス 南沢店

005-0824 札幌市南区南沢４条３丁目３－２７

セイコーマート 南沢５条店

005-0825 札幌市南区南沢５条３丁目１番１３号

ホクレンショップ 中ノ沢店

005-0831 札幌市南区中ノ沢２丁目２

サッポロドラッグストアー 中ノ沢店

005-0831 札幌市南区中ノ沢２丁目２番地

北海道スパー 北の沢店

005-0832 札幌市南区北の沢１７３９－２６

有限会社 ニューライフショップ泉山商店

005-0832 札幌市南区北の沢８丁目７－４５

光ハイツ・ヴェラス 石山

005-0841 札幌市南区石山１条３丁目３－３３

ローソン 札幌石山１条四丁目店

005-0841 札幌市南区石山１条４丁目２３８－２

自立支援センターあゆみ

005-0841 札幌市南区石山１条６丁目１番１９号

サンクス 石山１条店

005-0841 札幌市南区石山１条８丁目４－１０

セイコーマート石山２条店

005-0842 札幌市南区石山２条２丁目７番４５号

セブンイレブン札幌石山２条店

005-0842 札幌市南区石山２条４丁目２－１

平馬商事 有限会社

005-0842 札幌市南区石山２条４丁目４番７号

ふじのストアー石山店

005-0842 札幌市南区石山２条７丁目９－１８

セイコーマート 石山南店

005-0842 札幌市南区石山２条８丁目

ASA 石山

005-0842 札幌市南区石山２条９丁目２－２７

ザ・ビッグ 石山店

005-0842 札幌市南区石山２条９丁目７番５８号

ツルハドラッグ 石山店

005-0842 札幌市南区石山２条９丁目７番５９号

古郡商店

005-0850 札幌市南区石山東３丁目１－１２

セブンイレブン 札幌石山東３丁目店

005-0850 札幌市南区石山東３丁目７番３号

ラルズマート 石山店

005-0850 札幌市南区石山東４丁目８－３３

札幌石山東簡易郵便局

005-0850 札幌市南区石山東４丁目８－３８

アンザイ

005-0850 札幌市南区石山東５丁目８－２６

ヤマザキショップ石山東店

005-0850 札幌市南区石山東７丁目１－８

セイコーマート ときわ店

005-0852 札幌市南区常盤２条２丁目６番３号

サンクス 常盤３条店

005-0853 札幌市南区常盤３条１丁目３－１

セイコーマート しばはら店

005-0855 札幌市南区常盤５条２丁目９７番地５

セブンイレブン陸上自衛隊真駒内駐屯地

005-8543 札幌市南区真駒内１７

セイコーマート 真駒内店

056-0012 札幌市南区真駒内上町２丁目３－２

サンクス みすまい店

061-2263 札幌市南区簾舞３条６丁目１－２８

セイコーマート みすまい店

061-2263 札幌市南区簾舞３条６丁目８番３５号

北海道スパー 藤野２条店

061-2282 札幌市南区藤野２条１２丁目４番１号

ＤＣＭホーマック 藤野店

061-2282 札幌市南区藤野２条４丁目１－１

スーパーセンタートライアル 藤野店

061-2282 札幌市南区藤野２条４丁目１－１

サンドラッグ藤野店

061-2282 札幌市南区藤野２条４丁目１６

有限会社 オレンジマート

061-2282 札幌市南区藤野２条６丁目

東光ストア 藤野店

061-2282 札幌市南区藤野２条４丁目１－２

セブンイレブン札幌藤野２条店

061-2282 札幌市南区藤野２条６丁目７－１

ツルハドラッグ 藤野店

061-2282 札幌市南区藤野２条６丁目７番１号
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光ハイツ・ヴェラス 藤野

061-2283 札幌市南区藤野３条１１丁目１０－１１

セブンイレブン 札幌藤野３条１１丁目店

061-2283 札幌市南区藤野３条１１丁目２１番１号

セブンイレブン 札幌藤野３条２丁目店

061-2283 札幌市南区藤野３条２丁目１番２０号

ふじのストアー

061-2283 札幌市南区藤野３条３丁目３５９

セイコーマート 藤野３条店

061-2283 札幌市南区藤野３条５丁目５番３０号

コープさっぽろ 藤野店

061-2283 札幌市南区藤野３条６丁目２－１

セブンイレブン 札幌藤野３条店

061-2283 札幌市南区藤野３条８丁目１３番７号

有限会社 村上商店

061-2285 札幌市南区藤野５条２丁目２－１

長谷川商店

061-2301 札幌市南区定山渓５９０番地

セイコーマート 白糸店

061-2302 札幌市南区定山渓温泉東２丁目９７－１

ローソン 札幌定山渓温泉東店

061-2302 札幌市南区定山渓温泉東３丁目１９９

サンクス 定山渓店

061-2302 札幌市南区定山渓温泉東３丁目２２８番地

有限会社 もみじや明商店

061-2302 札幌市南区定山渓温泉東３丁目２３５番地

サンリーズ

061-2303 札幌市南区定山渓温泉西４丁目３５６番地

セブンイレブン 札幌山の手1条店

063-0001 札幌市西区山の手１条１１丁目５番１７号

有限会社 岡田利二商店

063-0001 札幌市西区山の手１条１丁目４－２４

ツルハドラッグ 山の手店

063-0001 札幌市西区山の手１条６丁目５番１０号

ラッキー 山の手店

063-0001 札幌市西区山の手１条７丁目１番２８号

ＤＣＭホーマック 山の手店

063-0001 札幌市西区山の手１条７丁目４番１号

ASA 宮の森

063-0001 札幌市西区山の手１条８丁目１－２６

青野商店

063-0002 札幌市西区山の手２条１２丁目７－２８

ラルズマート 山の手店

063-0002 札幌市西区山の手２条６丁目５－２０

セブンイレブン 札幌山の手２条７丁目店

063-0002 札幌市西区山の手２条７丁目２－２７

株式会社 なんまる山の手店

063-0003 札幌市西区山の手３条１丁目

北海道スパー 山の手３条店

063-0003 札幌市西区山の手３条３丁目３－１４

セブンイレブン 札幌山の手３条店

063-0003 札幌市西区山の手３条５丁目１－１６

サッポロドラッグストアー 山の手店

063-0003 札幌市西区山の手３条６丁目５番１５号

セイコーマート 山の手３条店

063-0003 札幌市西区山の手３条７丁目

ローソン 北海道医療センター店

063-0005 札幌市西区山の手５条７丁目１－１

セイコーマート いしだ店

063-0005 札幌市西区山の手５条９丁目１－１５

セイコーマート 福井店

063-0012 札幌市西区福井１丁目

セブンイレブン 札幌福井３丁目店

063-0012 札幌市西区福井３丁目１４－３３

サツドラ福井店

063-0012 札幌市西区福井４丁目１２１番地５

不二薬局

063-0012 札幌市西区福井５丁目１８番３９号

ゆりや商店

063-0012 札幌市西区福井６丁目１－１２

東光ストア 平和店

063-0022 札幌市西区平和２条１丁目１－１

セブンイレブン 札幌平和店

063-0022 札幌市西区平和２条４丁目１１番４０号

セイコーマート こばやし平和店

063-0022 札幌市西区平和２条５丁目１５－２０

セイコーマート 西野店

063-0031 札幌市西区西野１条２丁目

サッポロドラッグストアー 西野１条店

063-0031 札幌市西区西野１条３丁目１－５

有限会社 山谷商店

063-0031 札幌市西区西野１条６丁目１－２４

ローソン 札幌西野１条店

063-0031 札幌市西区西野１条９－１６－１４

ツルハドラッグ 西野２条店

063-0032 札幌市西区西野２条２丁目４－１
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取扱店名

西
区

住 所

郵便番号

よしみや理寛寺商店

063-0032 札幌市西区西野２条２丁目８－１３

セブンイレブン 札幌西野２条店

063-0032 札幌市西区西野２条３丁目１番１号

株式会社 一ウ商事

063-0032 札幌市西区西野２条６丁目９８番１

ローソン 札幌西野２条七丁目店

063-0032 札幌市西区西野２条７丁目２－７

ビックリッキー 西野店

063-0033 札幌市西区西野３条１０丁目１２７－１０１

コープさっぽろ にしの店

063-0033 札幌市西区西野３条３丁目２－５

サンドラッグ西野３条店

063-0033 札幌市西区西野３条６丁目２－１０

セイコーマート 山の手通り店

063-0033 札幌市西区西野３条４丁目１６３番

セイコーマート 西野３条店

063-0033 札幌市西区西野３条７丁目１４６－４

セブンイレブン 札幌西野４条４丁目店

063-0034 札幌市西区西野４条４丁目２－１

ローソン 札幌西野４条６丁目店

063-0034 札幌市西区西野４条６丁目２５２－１

ＤＣＭホーマック 西野店

063-0034 札幌市西区西野４条７丁目２番１号

まほろば 本店

063-0035 札幌市西区西野５条３丁目１－１

有限会社 宮下電機商会

063-0035 札幌市西区西野５条３丁目５－１

セブンイレブン札幌西野５条店

063-0035 札幌市西区西野５条６丁目１２－１４

セイコーマート まるぜん店

063-0035 札幌市西区西野５条６丁目３番１６号

セブンイレブン 札幌西野６条店

063-0036 札幌市西区西野６条３丁目１４－１１

ラッキー 西野１号店

063-0036 札幌市西区西野６条３丁目１番５号

ASA 西野

063-0036 札幌市西区西野６条３丁目８－１１

有限会社 丸サ佐藤誠三商店

063-0036 札幌市西区西野６条５丁目３－２５

サイキプラス

063-0036 札幌市西区西野６条７丁目３番３６号 サンライズ１階

サンクス 札幌西野６条店

063-0036 札幌市西区西野６条９丁目８－２７

ローソン Ｌ 札幌西野７条店

063-0037 札幌市西区西野７条２丁目７－１６

セイコーマート 西野７条店

063-0037 札幌市西区西野７条４丁目３番１号

株式会社 道新たちばな

063-0037 札幌市西区西野７条７丁目１－１５

ツルハドラッグ 西野７条店

063-0037 札幌市西区西野７条７丁目５８９－１

かじわら薬局

063-0037 札幌市西区西野７条７丁目７－１２

有限会社 やまもと金物店

063-0038 札幌市西区西野８条３丁目３－１

北海道スパー 西野８条店

063-0038 札幌市西区西野８条３丁目３－６４

サッポロドラッグストアー 西野８条店

063-0038 札幌市西区西野８条４丁目１１番２２号

ラッキー 西野２号店

063-0038 札幌市西区西野８条８丁目２番４６号

セイコーマート 西野１０条店

063-0039 札幌市西区西野１０条８丁目１７番１０号

合同会社 西友 宮の沢店

063-0051 札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３０

アインズ＆トルペ 宮の沢駅店

063-0051 札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３０ 宮の沢ターミナルビル地下１階

セイコーマート みたむら店

063-0051 札幌市西区宮の沢１条３丁目３－１１

ASA 発寒

063-0051 札幌市西区宮の沢１条４丁目４－３５

まるやす 宮の沢店

063-0051 札幌市西区宮の沢１条４丁目５－１０

調剤薬局ツルハドラッグ 宮の沢店

063-0051 札幌市西区宮の沢１条４丁目８－２７

セブンイレブン札幌宮の沢２条店

063-0052 札幌市西区宮の沢２条４丁目４番３３号

セイコーマート とみた宮の沢店

063-0053 札幌市西区宮の沢３条３丁目

北海道スパー 宮の沢店

063-0053 札幌市西区宮の沢３条４丁目１１－７

ツルハドラッグ 西町北店

063-0061 札幌市西区西町北１０丁目１番６号

セイコーマート すがわら店

063-0061 札幌市西区西町北１１丁目４－１２
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取扱店名

西
区

住 所

郵便番号

有限会社 川端商店

063-0061 札幌市西区西町北１５丁目５－１６

めだか共同作業所

063-0061 札幌市西区西町北１８丁目２－１－１０１

セイコーマート 西町北２０丁目店

063-0061 札幌市西区西町北２０丁目１番１０号

セブンイレブン 札幌西町北店

063-0061 札幌市西区西町北４丁目１－１

セイコーマート 西町北８丁目店

063-0061 札幌市西区西町北８丁目１－８

セブンイレブン札幌発寒南駅前店

063-0061 札幌市西区西町北８丁目２番２７号

マックスバリュエクスプレス 発寒南駅前店

063-0061 札幌市西区西町北８丁目５－１９

セブンイレブン 札幌西町南１３丁目店

063-0062 札幌市西区西町南１３丁目１－１

株式会社 マルイチ商店

063-0062 札幌市西区西町南１８丁目１－１

セイコーマート 西町南店

063-0062 札幌市西区西町南１８丁目１番２号

サッポロドラッグストアー 西町南店

063-0062 札幌市西区西町南４丁目１番１０号

調剤薬局ツルハドラッグ 西町店

063-0062 札幌市西区西町南５丁目１３

合同会社 西友 西町店

063-0062 札幌市西区西町南６丁目１－１

ASA 琴似中央

063-0062 札幌市西区西町南７丁目１－３２ 小松第２ビル

北海市場 西町店

063-0062 札幌市西区西町南７丁目４－１５

サンクス 札幌中央市場前店

063-0801 札幌市西区二十四軒１条１丁目

ローソン L 二十四軒１条店

063-0801 札幌市西区二十四軒１条４丁目２－２３

ローソン 札幌地下鉄二十四軒駅店

063-0801 札幌市西区二十四軒１条５丁目 地下鉄二十四軒駅南改札口西側

まいばすけっと２４軒１条５丁目店

063-0801 札幌市西区二十四軒１条５丁目５番地１号 真木ビルサブウェイ２４ １F

株式会社 丸高青果

063-0802 札幌市西区二十四軒２条１丁目１－７

セブンイレブン 札幌二十四軒２条店

063-0802 札幌市西区二十四軒２条７丁目３番１６号

セブンイレブン 札幌二十四軒３条１丁目店

063-0803 札幌市西区二十四軒３条１丁目１番２３号

コープさっぽろ 二十四軒店

063-0803 札幌市西区二十四軒３条１丁目２－３０

ローソン Ｌ 札幌二十四軒３条店

063-0803 札幌市西区二十四軒３条３丁目１－１

ビックリッキー 琴似店

063-0803 札幌市西区二十四軒３条４丁目１－１２

まいばすけっと２４軒３条４丁目店

063-0803 札幌市西区二十四軒３条４丁目６番７号 栄輪ビル１F

恵比寿屋 ２４軒店

063-0803 札幌市西区二十四軒３条５丁目

セイコーマート 二十四軒３条店

063-0803 札幌市西区二十四軒３条５丁目１番３号

サッポロドラッグストアー 二十四軒店

063-0804 札幌市西区二十四軒４条１丁目２番２０号

光ハイツヴェラス 売店

063-0804 札幌市西区二十四軒４条１丁目３－１ 光ハイツヴェラス内 売店

セイコーマート 二十四軒４条店

063-0804 札幌市西区二十四軒４条２丁目１番３０号

セイコーマート 二十四軒５条店

063-0805 札幌市西区二十四軒４条２丁目１番３１号

ローソン Ｌ 札幌二十四軒４条北

063-0804 札幌市西区二十四軒４条４丁目４－５０

久保商会

063-0804 札幌市西区二十四軒４条４丁目１－３５

マリー薬局

063-0804 札幌市西区二十四軒４条６丁目５番２１号

ローソン L 札幌二十四軒４条西店

063-0804 札幌市西区二十四軒４条７丁目１－１５

セブンイレブン 札幌二十四軒店

063-0804 札幌市西区二十四軒４条７丁目５－１８ 岩井ビル１階

サンクス 札幌琴似本通店

063-0811 札幌市西区琴似１条２丁目５－３

アインズ＆トルペ 琴似店

063-0811 札幌市西区琴似１条４丁目３－１８ 紀伊国屋ビル１F

ファミリーマート 札幌琴似１条４丁目店

063-0811 札幌市西区琴似１条４丁目４－２０

セブンイレブン北海道ＳＴ ＪＲ琴似店

063-0812 札幌市西区琴似２条１丁目１－１０ ＪＲ琴似駅構内

サツドラ琴似駅前店

063-0812 札幌市西区琴似２条１丁目２－１ ５５８８ＫＯＴＯＮＩビル１階

イトーヨーカドー 琴似店

063-0812 札幌市西区琴似２条１丁目４－１
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西
区

住 所

郵便番号

有限会社 丸清 清水青果店

063-0812 札幌市西区琴似２条２丁目

セイコーマート 琴似駅前店

063-0812 札幌市西区琴似２条２丁目１番２号

セブンイレブン 札幌琴似本通店

063-0812 札幌市西区琴似２条２丁目２７

マックスバリュ 琴似店

063-0812 札幌市西区琴似２条４丁目１－８

イオン札幌琴似店

063-0812 札幌市西区琴似２条４丁目２－２

ツルハドラッグ 琴似中央店

063-0812 札幌市西区琴似２条４丁目２番１号

ビッグ 琴似店

063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目１－２２ 三光カサノビル１階

ファミリーマート 札幌琴似２条店

063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目１－３

セブンイレブン 札幌琴似２条店

063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目２－６

セブンイレブン札幌琴似２条５丁目店

063-0812 札幌市西区琴似２条５丁目３－２０

西区役所売店

063-0812 札幌市西区琴似２条７丁目１－１ 西区役所１階

セイコーマート 琴似２条店

063-0812 札幌市西区琴似２条７丁目２番５号

セブンイレブン札幌琴似３条２丁目店

063-0813 札幌市西区琴似３条２丁目１番７号

ローソン 札幌琴似３条店

063-0813 札幌市西区琴似３条３丁目１－１

セイコーマート はせべ店

063-0813 札幌市西区琴似３条３丁目１番１４号

ツルハドラッグ クレッセ琴似店

063-0813 札幌市西区琴似３条７丁目１番

マックスバリュ 琴似３条店

063-0813 札幌市西区琴似３条７丁目５番１６号

ローソン 札幌コルテナ店

063-0814 札幌市西区琴似４条１丁目１－１

はるな作業所

063-0814 札幌市西区琴似４条７丁目２番２５号

セイコーマート 発寒１条店

063-0821 札幌市西区発寒１条３丁目１番１５号

サンクス 発寒３条店

063-0823 札幌市西区発寒３条５丁目

セブンイレブン札幌発寒４条店

063-0824 札幌市西区発寒４条２丁目４番１号

恵比寿屋 発寒店

063-0824 札幌市西区発寒４条３丁目

有限会社 源光金物店

063-0824 札幌市西区発寒４条４丁目３－１５

株式会社 鈴木五郎商店

063-0825 札幌市西区発寒５条４丁目１－４８

セイコーマート 発寒５条店

063-0825 札幌市西区発寒５条４丁目２－４３

サッポロドラッグストアー 発寒５条店

063-0825 札幌市西区発寒５条８丁目１番３７号

ローソン 札幌宮の沢駅前店

063-0826 札幌市西区発寒６条１０丁目１－２７

セブンイレブン 札幌発寒６条店

063-0826 札幌市西区発寒６条１２丁目５番１号

セブンイレブン 札幌発寒６条１３丁目店

063-0826 札幌市西区発寒６条１３丁目１０番２５号

ローソン 札幌発寒６条４丁目店

063-0826 札幌市西区発寒６条４丁目６－５

セブンイレブン札幌発寒６条７丁目店

063-0826 札幌市西区発寒６条７丁目１番３号

ビッグ 宮の沢店

063-0826 札幌市西区発寒６条９丁目 プラムコート１階

サンドラッグ発寒６条店

063-0826 札幌市西区発寒６条９丁目１７－４０

セイコーマート 発寒６条店

063-0826 札幌市西区発寒６条９丁目１７番１号

セブンイレブン 札幌宮の沢駅前店

063-0826 札幌市西区発寒６条９丁目２番１５号

セブンイレブン 札幌発寒７条店

063-0827 札幌市西区発寒７条１０丁目１番３０号

株式会社 木工フードセンター

063-0827 札幌市西区発寒７条１１丁目４番３１号

サンクス 発寒７条店

063-0827 札幌市西区発寒７条１３丁目１－１

ビッグハウス ウエスト

063-0827 札幌市西区発寒７条９丁目４－３３

ラッキー 発寒店

063-0828 札幌市西区発寒８条１３丁目１番２０号

セブンイレブン 札幌発寒８条店

063-0828 札幌市西区発寒８条９丁目４番４３号

セイコーマート こばやし発寒店

063-0829 札幌市西区発寒９条１１丁目７－２２
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西
区
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北海市場 発寒店

063-0829 札幌市西区発寒９条１４丁目５１６

ＤＣＭホーマック 発寒追分通店

063-0829 札幌市西区発寒９条１４丁目５１６番地２１０

ツルハドラッグ発寒中央駅前店

063-0830 札幌市西区発寒１０条３丁目１－１０

ダイイチ発寒中央駅前店

063-0830 札幌市西区発寒１０条３丁目１－１１

いかり薬局

063-0830 札幌市西区発寒１０条４丁目９－１

セイコーマート 発寒１１条店

063-0831 札幌市西区発寒１１条１丁目８２２－１０

セイコーマート うめづ店

063-0831 札幌市西区発寒１１条４丁目８番３５号

馬渕商店

063-0831 札幌市西区発寒１１条５丁目２－１３

セブンイレブン 札幌発寒１１条店

063-0831 札幌市西区発寒１１条６丁目３番２０号

丸い稲葉商店

063-0832 札幌市西区発寒１２条２丁目４－８

セブンイレブン 札幌発寒１２条店

063-0832 札幌市西区発寒１２条３丁目１５番１号

ローソン 札幌発寒１２条店

063-0832 札幌市西区発寒１２条４－９５９－１６

ローソン 札幌鉄工団地店

063-0832 札幌市西区発寒１２条５－ ３－３

ツルハドラッグ 発寒１３条店

063-0833 札幌市西区発寒１３条４丁目１３－７２

セブンイレブン 発寒１３条４丁目店

063-0833 札幌市西区発寒１３条４丁目１３番７９号

セイコーマート よしみず店

063-0834 札幌市西区発寒１４条２丁目１番１号

サンクス ミニ発寒ベガス店

063-0834 札幌市西区発寒１４条３丁目３－１０

ＤＣＭホーマック 発寒店

063-0834 札幌市西区発寒１４条４丁目２番１５号

ラルズマート 発寒店

063-0834 札幌市西区発寒１４条４丁目２番２３号

セイコーマート 発寒１５条店

063-0835 札幌市西区発寒１５条１４丁目３番２０号

セブンイレブン 札幌発寒１５条店

063-0835 札幌市西区発寒１５条３丁目３番６７号

ローソン 札幌発寒１５条店

063-0835 札幌市西区発寒１５条３丁目４－１

日本調剤 琴似メディカル薬局

063-0841 札幌市西区八軒１条西１丁目６番１０号

まいばすけっと八軒１条西１丁目店

063-0841 札幌市西区八軒１条西１丁目６番１５号 ルレーブ八軒１Ｆ

セイコーマート 琴似駅北口店

063-0841 札幌市西区八軒１条西２丁目３番１号

成和商事 本店

063-0841 札幌市西区八軒１条西３丁目１－５９

セイコーマート 八軒２条店

063-0842 札幌市西区八軒２条西２丁目６番１０号

ASA 八軒

063-0843 札幌市西区八軒３条西３丁目２－１９

ツルハドラッグ 八軒４条店

063-0844 札幌市西区八軒４条西１丁目１－１

セブンイレブン札幌八軒５条西店

063-0845 札幌市西区八軒５条西３丁目３番２０号

マックスバリュ 八軒５条店

063-0845 札幌市西区八軒５条西４丁目３－１

セブンイレブン札幌八軒５条西９丁目店

063-0845 札幌市西区八軒５条西９丁目５－１

サッポロドラッグストアー 琴似八軒店

063-0846 札幌市西区八軒６条西１丁目１－５

ツルハドラッグ 八軒店

063-0846 札幌市西区八軒６条西６丁目３５２－１

セブンイレブン 札幌八軒６条西店

063-0846 札幌市西区八軒６条西６丁目３番８号

セイコーマート 八軒６条店

063-0846 札幌市西区八軒６条西７丁目

ローソン L 札幌八軒７条店

063-0847 札幌市西区八軒７条西１－ ３－５１

有限会社 くねた

063-0849 札幌市西区八軒９条西４丁目９－４

ローソン L 札幌八軒１０条店

063-0850 札幌市西区八軒１０条西２－ ５

セブンイレブン 札幌新川通り店

063-0850 札幌市西区八軒１０条西６丁目５－５

セブンイレブン札幌八軒１条東１丁目店

063-0861 札幌市西区八軒１条東１丁目１番１号

ツルハドラッグ琴似駅東口店

063-0861 札幌市西区八軒１条東１丁目４－１

ローソン Ｌ＿札幌八軒１東四丁目店

063-0861 札幌市西区八軒１条東４丁目１－７８
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ローソン 札幌八軒２条東店

063-0862 札幌市西区八軒２条東１丁目４８９-３

ＨＡＰＰＹ ショップ

063-0862 札幌市西区八軒２条東５丁目１０番１５号 常盤マンションⅡ １Ｆ

フレッティ 琴似店

063-0865 札幌市西区八軒５条東１丁目５－１

ローソン Ｌ 札幌八軒６条店

063-0866 札幌市西区八軒６条東４丁目１－１

セブンイレブン 札幌八軒８条店

063-0868 札幌市西区八軒８条東４丁目１－１８

㈲丸二藤本青果店

063-0868 札幌市西区八軒８条東４丁目３－１７

共同作業所・HAPPＹ

063-0868 札幌市西区八軒８条東５丁目４－１８

ダイイチ 八軒店

063-0870 札幌市西区八軒１０条東５丁目２番１号

イオン札幌発寒店

063-8585 札幌市西区発寒８条１２丁目１番地

ローソン L 札幌西宮の沢１条店

006-0001 札幌市手稲区西宮の沢１条４－１０－１７

コープさっぽろ 西宮の沢店

006-0003 札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１２－１

サッポロドラッグストアー 西宮の沢４条店

006-0004 札幌市手稲区西宮の沢４条２丁目４番１号

セブンイレブン札幌西宮の沢４条店

006-0004 札幌市手稲区西宮の沢４条２丁目４番２６号

セイコーマート 西宮の沢４条店

006-0004 札幌市手稲区西宮の沢４条３丁目１番７号

セイコーマート 西宮の沢５条店

006-0005 札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目１１番１０号

ラルズストア 宮の沢店

006-0005 札幌市手稲区西宮の沢５条２丁目１１－２０

社会福祉法人愛敬園 北愛館

006-0006 札幌市手稲区西宮の沢６条２丁目５－７

恵比寿屋 宮の沢店

006-0009 札幌市手稲区西宮の沢２条４丁目

ツルハドラッグ 手稲富丘店

006-0011 札幌市手稲区富丘１条４丁目１３番１０号

セブンイレブン 札幌富丘１条店

006-0011 札幌市手稲区富丘１条５丁目１－２２

全日食チェーンシティマーケット手稲富丘店

006-0012 札幌市手稲区富丘２条２丁目１０－５

スーパービバホーム 手稲富丘店

006-0012 札幌市手稲区富丘２条２丁目２番１号

ローソン 札幌富丘２条店

006-0012 札幌市手稲区富丘２条７丁目３－１８

セブンイレブン札幌富丘３条３丁目店

006-0013 札幌市手稲区富丘３条３丁目１番１号

サンクス 札幌富丘３条店

006-0013 札幌市手稲区富丘３条５丁目４－１

上田商店

006-0013 札幌市手稲区富丘３条７丁目１－７０

ローソン 札幌手稲駅前店

006-0021 札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３－１

ASA 手稲西部

006-0022 札幌市手稲区手稲本町２条１丁目３－２

キテネ食品館

006-0022 札幌市手稲区手稲本町２条４丁目８番２０号

ローソン 札幌手稲本町店

006-0022 札幌市手稲区手稲本町２条５丁目３－１

セイコーマート 手稲本町店

006-0022 札幌市手稲区手稲本町２条５丁目４－１

セブンイレブン札幌手稲本町３条４丁目店

006-0023 札幌市手稲区手稲本町３条４丁目１番７号

セイコーマート いたがき店

006-0024 札幌市手稲区手稲本町４条３丁目１－２０

佐藤商店

006-0029 札幌市手稲区手稲本町２条３丁目９－１３

サンクス 稲穂１条店

006-0031 札幌市手稲区稲穂１条３丁目３－２２

株式会社 厨房ファクトリー 手稲店

006-0032 札幌市手稲区稲穂２条２丁目１－１

パッケージプラザ AZ手稲

006-0032 札幌市手稲区稲穂２条２丁目２－１

セブンイレブン札幌手稲稲穂店

006-0032 札幌市手稲区稲穂２条４丁目１０番５号

サンクス 稲穂２条店

006-0032 札幌市手稲区稲穂２条７丁目

ASA 稲穂

006-0033 札幌市手稲区稲穂３条１丁目３－７ オーシャンビレッジ稲穂

セイコーマート 稲穂３条店

006-0033 札幌市手稲区稲穂３条３丁目１番１号

住宅日用品センター やました

006-0033 札幌市手稲区稲穂３条６丁目１番１号

ローソン 札幌手稲稲穂３条店

006-0033 札幌市手稲区稲穂３条７丁目４－１
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セイコーマート 金山店

006-0041 札幌市手稲区金山１条３丁目１番４７号

株式会社 北海道三喜 新はっさむ店

006-0802 札幌市手稲区新発寒２条１丁目１－５

サツドラ クロスモール新発寒店

006-0802 札幌市手稲区新発寒２条１丁目１番１号

マックスバリュ 新発寒店

006-0802 札幌市手稲区新発寒２条１丁目１番３号

セイコーマート 新発寒３条店

006-0803 札幌市手稲区新発寒３条４丁目３番６号

ホクレンショップ 新発寒店

006-0804 札幌市手稲区新発寒４条１丁目１－６０

セブンイレブン 新発寒４条店

006-0804 札幌市手稲区新発寒４条４丁目９－１４

セブンイレブン 札幌新発寒５条店

006-0805 札幌市手稲区新発寒５条１丁目６－３５

サンドラッグ新発寒５条店

006-0805 札幌市手稲区新発寒５条３丁目１－１４

コープさっぽろ 新はっさむ店

006-0805 札幌市手稲区新発寒５条５丁目１－１０

ローソン L 札幌新発寒６条店

006-0806 札幌市手稲区新発寒６条３－ ９－１６

セイコーマート 新発寒７条店

006-0807 札幌市手稲区新発寒７条１０丁目４番３号

合同会社 西友 手稲店

006-0811 札幌市手稲区前田１条１１丁目３１１－１

ローソン 札幌手稲区役所前店

006-0811 札幌市手稲区前田１条１２－ ２－４０

セイコーマート 手稲渓仁会１階店

006-0811 札幌市手稲区前田１条１２丁目１番４０号 メディカル手稲１階

セイコーマート 手稲渓仁会３階店

006-0811 札幌市手稲区前田１条１２丁目１番４０号 メディカル手稲３階

セイコーマート 前田１条店

006-0811 札幌市手稲区前田１条６丁目２番１号

セブンイレブン札幌前田２条１０丁目店

006-0812 札幌市手稲区前田２条１０丁目１－２２

サッポロドラッグストアー 手稲前田２条店

006-0812 札幌市手稲区前田２条１３丁目３番２０

セイコーマート 稲積公園店

006-0812 札幌市手稲区前田２条４丁目

ていね・さくら館 ショップさくら

006-0813 札幌市手稲区前田３条７丁目４番２４号

ツルハドラッグ 手稲前田店

006-0814 札幌市手稲区前田４条１０丁目２－１０

相馬青果店

006-0814 札幌市手稲区前田４条１０丁目２－１１

セイコーマート かわがき店

006-0814 札幌市手稲区前田４条１１丁目６－１

ナカジマ薬局 札幌店

006-0814 札幌市手稲区前田４条１１丁目９番１８号

セブンイレブン札幌前田４条７丁目店

006-0814 札幌市手稲区前田４条７丁目４番１号

セブンイレブン 札幌前田４条店

006-0814 札幌市手稲区前田４条８丁目１番１号

株式会社 ドン・キホーテ 手稲店

006-0815 札幌市手稲区前田５条１１－ ７－１０

ＤＣＭホーマック 手稲前田店

006-0815 札幌市手稲区前田５条１１丁目７番１号

スーパーセンタートライアル 手稲店

006-0815 札幌市手稲区前田５条１３丁目３－１

サンドラッグ手稲前田店

006-0815 札幌市手稲区前田５条１３丁目３－１

セイコーマート 前田５条店

006-0815 札幌市手稲区前田５条１５丁目７番２５号

セイコーマート 稲積店

006-0815 札幌市手稲区前田５条５丁目５－１１

ASA 手稲東部

006-0815 札幌市手稲区前田５条９丁目８－２４

セブンイレブン 札幌前田６条１２丁目店

006-0816 札幌市手稲区前田６条１２丁目５－１

北海道スパー 前田店

006-0816 札幌市手稲区前田６条１４丁目１３－１２

ホクレンショップ 前田店

006-0816 札幌市手稲区前田６条１５丁目３－３０

ツルハドラッグ手稲前田６条店

006-0816 札幌市手稲区前田６条６丁目１番７号

サッポロドラッグストア 手稲前田７条店

006-0817 札幌市手稲区前田７条１１丁目２－２

フードＤ ＢＯＳＣＯ

006-0817 札幌市手稲区前田７条１１丁目２番１０号

ローソン 札幌前田７条店

006-0817 札幌市手稲区前田７条１２丁目３９７－６

ローソン S北海道科学大学

006-0817 札幌市手稲区前田７条１５－ ４－１

セイコーマート おおすぎ店

006-0817 札幌市手稲区前田７条１７丁目４－３
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ザ・ビッグエクスプレス前田店

006-0818 札幌市手稲区前田８条１０丁目６－２５

セイコーマート 前田８条店

006-0818 札幌市手稲区前田８条１１丁目１番２７号

セブンイレブン 札幌前田８条店

006-0818 札幌市手稲区前田８条１２丁目５－１２

ローソン 札幌前田９条店

006-0819 札幌市手稲区前田９条１５丁目１

ローソン L 札幌前田１３条店

006-0823 札幌市手稲区前田１３条１０丁目４－１７

セブンイレブン 札幌曙２条店

006-0832 札幌市手稲区曙２条２丁目４－３３

セイコーマート 曙２条店

006-0832 札幌市手稲区曙２条５丁目１８番１１号

セイコーマート 曙３条店

006-0833 札幌市手稲区曙３条２丁目４番５号

ツルハドラッグ 手稲曙３条店

006-0833 札幌市手稲区曙３条３丁目１４番２７号

山三野村商店

006-0834 札幌市手稲区曙４条３丁目１２－２２

セブンイレブン 札幌曙６条店

006-0836 札幌市手稲区曙６条３丁目１－１

ローソン 札幌曙６条店

006-0836 札幌市手稲区曙６条３丁目９－１

ウィズマート山口店

006-0841 札幌市手稲区曙１１条１丁目３－１５

セブンイレブン 札幌曙１２条店

006-0842 札幌市手稲区曙１２条２丁目１５－１

サッポロドラッグストアー 星置店

006-0851 札幌市手稲区星置１条２丁目１－１

ラッキー 星置駅前店

006-0851 札幌市手稲区星置１条２丁目１番１号

ツルハドラッグ 手稲星置駅前店

006-0851 札幌市手稲区星置１条２丁目２番１号

コープさっぽろ 星置店

006-0851 札幌市手稲区星置１条３丁目２－２

サンドラッグ星置店

006-0851 札幌市手稲区星置１条３丁目２－２

セイコーマート 星置１条店

006-0851 札幌市手稲区星置１条４丁目８番１号

ローソン L 札幌星置１条店

006-0851 札幌市手稲区星置１条８－１８－３０

セブンイレブン 札幌星置２条店

006-0852 札幌市手稲区星置２条３丁目１４番１４号

恵比寿屋 星置店

006-0852 札幌市手稲区星置２条８丁目

ローソン 札幌星置３条店

006-0853 札幌市手稲区星置３条１丁目１－１８

スーパートライアル手稲星置店

006-0853 札幌市手稲区星置３条１丁目１番１号

セイコーマート 星置店

006-0853 札幌市手稲区星置３条４丁目３－１

セイコーマート ほしみ店

006-0853 札幌市手稲区星置３条８丁目７－１

ビッグハウス 星置店

006-0860 札幌市手稲区手稲山口４７８－１

カインズホーム 星置店

006-0860 札幌市手稲区手稲山口４９７番地１

ツルハドラッグ 手稲星置店

006-0860 札幌市手稲区手稲山口５１０－１９

セイコーマート 明日風５丁目店

006-0861 札幌市手稲区明日風５丁目１９番２０号

スーパーセンター 手稲山口店

006-0861 札幌市手稲区明日風６丁目１番１号

ネット楽宅便センター店

006-0861 札幌市手稲区明日風６丁目１番１号

ラルズマート 桂岡店

047-0264 小樽市桂岡町２－８

フードD虹ヶ丘食彩館

061-1103 北広島市虹ヶ丘６丁目８－１５

サツドラ虹ヶ丘店

061-1103 北広島市虹ケ丘６丁目８番

スーパーアークス 大曲店

061-1270 北広島市大曲２６２番地

サツドラセリオおおまがり店

061-1272 北広島市大曲末広１丁目２番１号

株式会社 ジョイフルエーケー 大曲店

061-1274 北広島市大曲工業団地７丁目３番１号

サツドラインターヴィレッジ大曲店

061-1278 北広島市大曲幸町６丁目１番地

カインズホーム 大曲店

061-1278 北広島市大曲幸町６丁目１番地

ツルハドラッグ 花川南店

061-3203 石狩市花川南３条５丁目８番

ラルズマート花川南店

061-3204 石狩市花川南４条３丁目４５番
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エルプラザ 花川南店

061-3209 石狩市花川南９条４丁目８３番地

ツルハドラッグ 花川北店

061-3213 石狩市花川北３条１丁目４－２

ビッグハウス 花川店

061-3256 石狩市樽川６条１丁目５番地
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